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平成２２年度清里町予算審査特別委員会会議録（第１日目） 

 

 

平成２２年３月１１日（木） 

  開 会    午前 ９時３０分 

    閉  会        午後  ２時２５分 

 

 

●出席委員（８名） 

    委 員 長      畠 山 英 樹               委  員  藤 田 春 男 

    副委員長    田 中   誠               委  員  細 矢 定 雄 

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

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

    委  員    澤 田 伸 幸                                      

 

 

●欠席委員（０名） 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長         橋場  博         副町長              櫛引 政明 

    総務課長         古谷  一夫      総務Ｇ総括主査    岸本 幸雄 

  総務Ｇ主査      宮津 貴司         企画財政Ｇ主幹    澤本 正弘 

    企画財政Ｇ主査    伊藤 浩幸       企画財政Ｇ主査    熊谷 雄二 

企画財政Ｇ主任        土井 泰宣       町民課長             小笠原 利一郎   

  町民生活Ｇ主幹    二瓶 正規         町民生活Ｇ主査    梅村 百合子     

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

税務・収納Ｇ総括主査 溝口 富男      税務・収納Ｇ主査   小林 義仁         

保健福祉課長     島澤 栄一         保健Ｇ総括主査    薗部  充         

保健Ｇ保健師長    太田 富士子       福祉介護Ｇ主幹    小貫 信宏         

福祉介護Ｇ主査    武山 悦子     産業課長       宇野  充        

農業Ｇ総括主査    河合 雄司     農業Ｇ主査      泉井 健志         

商工観光・林政Ｇ総括主査  進藤 和久  商工観光・林政Ｇ主査 山口 史朗       

 建設課長       坂本 哲夫     建設管理Ｇ総括主査  岡崎  亨       

 建設管理Ｇ主査    清水 俊行     上下水道・公住Ｇ総括主査  藤代 弘輝   

上下水道・公住Ｇ主査 大藤  昇      上下水道・公住Ｇ主任 荒   一喜 

出納室長       谷  秀三     消防分署長      高橋 俊幸 

    救急係長       君島 晴男      予防係長       小笠原 明博 

  教育長        荻野 美樹     生涯教育課長     斉藤  敏美 
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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主査        武山 雄一     社会教育Ｇ総括主査    本松 昭仁 

社会教育Ｇ主査    松木 治巳     焼酎事業所主査    松浦  聡 

 

 

●職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長      村 上 孝 一 

    主  査      鈴 木 美穂子 

 

 

○委員長（畠山英樹君） 

 ただ今から予算審査特別委員会を開催いたします。 

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

中委員が副委員長として推選されました。この予算審査特別委員会の運営という重責を担うこと

になりました。どうぞ宜しくお願いいたします。ご存知のとおり世界的な経済の悪化を受け、我

国においては一部に回復傾向が見られるものの依然として雇用環境の不安が継続し、特に、地方

経済は厳しさを増しております。清里町においても勤労世帯の減収や商・工業の経営環境など大

変厳しい状況が続いております。そう言った状況下にあって、町の財政運営においては緊急的な

課題解決や多様化する行政ニーズに対応するため、限られた財源を有効により効率的に使ってい

く工夫が益々求められております。本定例町議会は平成２２年度各会計予算が提案され、本日か

ら１２日までの２日間にかけて審査を行うことになっております。言うまでもなく予算審査は１

年間の町の仕事を決める極めて重要な議論の場であります。そういう意味において、各委員各位

の将来展望に立った建設的な意見と、理事者側の簡素・明快な答弁を頂きたいと存じます。２日

間、各委員そして理事者各位に特段のご協力を頂きますようお願い申し上げます。 

 

○委員長 

  これより平成２２年度各会計の予算審査を行います。 

 審査の進め方について事務局長に説明させます。事務局長 

  

○事務局長 

 それでは審議の進め方につきましてご説明いたします。基本的には例年と変わっておりません。

まず、一般会計でございますが歳入は款ごと、歳出は款の目ごとに審査を行います。但し、歳出

の小さな目、歳入の小さな款については複数まとめて審査を行います。目ごとの関係については

別紙に添付をいたしております。審査の順番は歳出、歳入の順で行います。各款ごとに説明員の

呼び出しを行います。消防費については休憩中に審査を行います。特別会計については歳入、歳

出ごとに審査を行います。審査の順番は歳出、歳入の順で行います。会計の順番については記載

のとおりでございます。最後に総括審査については各会計全般で行います。以上でございます。 

 

○委員長 
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 審査の進め方について説明を終わります。 

 

○委員長 

 それでは、一般会計、歳出から審査を始めます。 

 説明員交代のため暫時休憩をいたします。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 それでは、休憩を解いて審査を開始いたします。 

 １款議会費、1 目議会費について。３９ページから４０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ２款総務費、1 目職員給与費、４０ページから４１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次いきます。2 項総務管理費、1 目一般管理費、４１ページから４２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２目財産管理費から３目地籍管理費まで、４２ページから４３ページ

まで一括して。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。４目広報費、５目自治振興費、４３ページから４４ページ、一括しま

す。 

 

○勝又委員 

４４ページの自治振興費の中の地域活動推進事業交付金、これにまつわる部分でお伺いしたい

と思います。町長の町政執行方針の中で、制度内容の見直しを図っていくと、自律的な地域活動

の推進が図れるようにと言う事で。そのように申されておりますが具体的な部分がなかなか見え

ないのと、もう１点地域担当職員制度を導入していると言う部分で、それらで情報の提供・共有

を図ると言う部分で、それらについての成果を伺いたいと思います。 

 

○町民課長 

 まず１点目のまちづくり地域活動推進事業交付金の関係でございますが、従前は各自治体から

毎年当初に申請を頂きまして、総額で認定をし、その後、実施後補助金申請を出してもらってい
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たと言うことで町のほうで認定を行っておりました。本年から、今のところの案でございますが、

既存の清里町まちづくり運動推進協議会、ここに審査等の関係、事前審査を諮ってその結果を受

けて認定をして参りたいと。その中で内容についても基本的にはほとんどの部分が網羅されてお

りますけれども、さらにその中で規則等の見直しが必要であれば、それについてもその中で議論

を頂きたいと考えております。それからもう１点、地域担当職員制度の関係でございますが、２

２年今のところ、本年度は９件ございます。自治会長会議の関係でもＰＲをしておりますし、今

後、自治会長会議等の場、年に１回の懇親会等もあるわけですから、そう言う場も捉えながら地

域担当職員も全体の中にも参加させて頂くとか。色んな部分からご案内が来て参加できると言う

ような形を更に進めて行きたいと、この様に考えております。 

 

○勝又委員 

 今説明を頂きましたが、要綱についての見直しと言うことであれば自律的な地域活動の推進が

図れるような制度内容の見直しを図って行くと言う部分ですから、実際には中身的な、事業自体

の見直しを図って行くと言う解釈では無いかと。それともう一つは地域担当職員制度ですが、３、

４年は経過していますが地域になかなか浸透していない、住民も誰が担当員なのかと言う部分が

把握できないような形の中で、もう少し地域に踏み込んだ形での取り組みが必要かと、そのよう

に感じる訳なのでその点についてお願いします。 

 

○町民課長 

 まちづくり地域活動推進事業交付金規則の見直しは、基本的には、まず第１点目は町が行って

いた認定を清里町まちづくり運動推進協議会にお願いをして審査をして頂く、その中から、今の

規則の中でボランティアの部分も入っておりますし項目的には有ると思いますが、こう言う部分

はこう言うように見直したほうが使い易いとか、協働のまちづくりの為には新たにこう言うもの

を入れたらどうだとか、そう言う部分の見直しが必要であるとすれば当然そう言う意見も受けな

がら見直しもして行きたいと言うことでございまして、あくまでも今までのものに固執して見直

さないと言うことではありません。規則について見直しが必要であれば見直しをいたします。２

２年度は現行の形でスタートする訳ですから、今年度の規則で認定をして頂いてその中で明年以

降に改善したら良いのではないかと言う意見があればその中で賜って行きたいと言うことで考え

ております。そう言うことでご理解を賜りたいと思います。それから地域担当職員制度の関係は、

何地区かはお願いはしておりますがまだ案内が無いところがあります。そうで無いところは頻繁

に呼んで頂けるところもありますし、若干、温度差があるのは事実ですが今後とも自治会長さん

なりに働きかけをしながら、案内の無いところにつきましては機会を作って頂くように、今もや

っておりますが今後とも働きかけをして行きたいと、この様に思っております。平成１７年度か

らのトータルでは４９回ほど参加しておりますので、そう言うことで今後とも努力をして参りた

いと思っております。 

 

○勝又委員 

 どちらにしても住民に直接関わりのある部分と言うことで、柔軟な対応を宜しくお願いしたい

と思います。以上です。 
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○澤田委員 

 勝又委員の質問に関連してですが地域担当職員制度で。うちの地域にも３人の担当職員がおり

ますがどの様に頼んだら良いのか、どの様な内容だと職員に来てもらえるのか、今までの具体的

な例をお聞かせ頂ければ。要領を得ていない感じがありますので、どう言うふうに頼んだら良い

のか、どのような内容で頼んだら良いのか分かってない部分がありますので。 

 

○町民課長 

 地域担当職員制度とまちづくり出前講座もありますが、町が行っている事業や制度内容等を詳

しく説明して欲しい時は出前講座になると思いますが。地域担当職員制度は、今年度は総会に案

内を頂いて出席しているとか、パークゴルフや懇親会にご案内を頂いているとか、新年会に案内

を頂いて出席しているとか、町長との対話懇談会にも２件ほど一緒に地域担当職員が参加してい

るとか。この関係につきましては負担金も付けておりますので、懇親会があれば積極的に参加す

ると言うことでやっておりますので、総会ですとか新年会とか自治会単位のパークゴルフなど行

事関係があれば呼んで頂ければ幸いと思いますので宜しくお願いしたいと思います。 

 

○澤田委員 

 行き違いなのか、うちの自治会も従来は町長さん始め課長さんにも来て貰っていましたが、陳

情型で呼ばれても困るんだと言われたと、陳情なら呼ばないでくれと言う捉え方をしたようで。

それからはうちの自治会も町長さん始め、いつも一緒にゲームなどもしていましたが呼ばない事

に決めたようです。陳情は陳情で一応受けて貰って、それが叶う叶わないは別の問題なので、そ

の辺を柔軟に対応して頂ければ地域としても取り組み易いと言う感じがします。その辺を宜しく

お願いします。陳情型なら受けないよ言うのはどこから言われた事なのか、どこの課から言われ

たことかは確認はしていませんが。 

 

○町民課長 

 町長が出席した時に要望を受けないと言うことではありませんが、基本的には適切な時期に、

処理出来るものと出来ないものがございますので。地域からの要望事項であれば、例えば町民課

窓口に出して頂ければ、それについては各課それぞれのところで回答を頂いて返答できますし、

直ぐに対応しなければならないものについては直ぐに対応できますので、できれば一般的な要望

については事前に町民課窓口に出して頂ければ対応できますので。なるべくならそう言うことに

して下さいと言うことで、絶対に受けないと言うことでは無いと思います。町長との対話懇談会

は、町の大きなことについて議論できれば有難いと言うことであろうと思います。そう言うこと

で、要望関係については町民課窓口に出して頂ければ各課に照会してきちっと回答します。そう

言うことでご理解賜りたいと思います。 

 

○細矢委員 

 基本的にまちづくり運動推進協議会に関係があると思ってお尋ねします。１昨日の町長の執行

方針の中で、ごみの排出・処理量が増加傾向にあると言う風なことで言われております。ごみの
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分別やリサイクルの関係については、かなり町民の皆さんが理解し浸透して、勿論減量にもなっ

ているんではないかと言う風に思っていたんですが、以外にこの執行方針の中に出てきているの

でお尋ねします。執行方針の中で言われているように最終処分場も２２年度から使えるようにな

りますが、いずれにしてもごみ処理の問題と言うのは未来永劫続きますしお金の掛かる問題なの

で、この辺でしっかりとした取り組みをしなければならないのではないかと。従って、まちづく

り運動推進協議会で取り組みを強力にして行く必要があるのではないかと思うんですよね。他の

自治会のことは分かりませんが新町自治会の場合は、例えば役場の担当者の方にも何回か来て頂

いて、女性部は女性部、役員会は役員会なりに、分別など色んな面について説明を聞いて、それ

でも集まりがない場合には各班ごとに、自治会自体で計画を持ってごみの問題の取り組みをして

いるもんですから。新町の状態もどの程度か分かりませんが、いずれにしてもそう言う取り組み

を私ども新町自治会はして来ているもんですから。ここで、執行方針の中で増加傾向にあると言

うことは以外に思ったもんですから。まちづくり運動推進協議会の中で、増加傾向にあるごみ処

理の問題を今度どのように、町民に皆さんにご協力を頂いて行くのか、お考えがあれば伺いたい

と思います。 

 

○町民課長 

 量的に大幅に増えていると言うことではないんです。ただ、人口が減って来ている中でそのよ

うな形で減っているかと言うと減ってない。従前から各自治会の皆さん、分別収集をして頂いて

おりますけれども、改めて、今回新しく施設もできましたのでその施設見学も含めて、従前も女

性団体とか子どもさん達も施設見学をして頂いておりましが、新しい最終処分場もできましたの

で、見学も含めながら更に分別・収集についてお願いを、機会を捉えて声掛けをしながら、色々

な団体に施設見学をしてもらいながら、その際にお話をして行きたいと。そう言うことで、丸っ

きり全然駄目であるとかそう言うことではなく人口が減っている中で、相当皆さん一生懸命やっ

て頂いておりますので、更にどんどんと言うのは難しいと思いますが、改めてＰＲなり説明会を、

何かの機会を捉えながら実施して参りたいと思っております。 

 

○細矢委員 

 取り組みをして頂いていることは分かるんですが、特に申し上げたいのは自治会活動の中で、

中心的な役割を果たしてもらわなければならないと思うんですよね。自治会長会議なり、今月の

２７日にもあるようですが、そう言ったこともありますから。前にも申し上げたことがあります

が、かなり分別するようになってから時間が経っているにも関わらず、プラスチックとか資源ご

みを分別して出すようになっていますが、中に以外なものが入っている。まだまだその辺が徹底

されていないのではないかと言う風に思うんです。それぞれの各団体、各自治体で興味を持って、

町に対してごみの減量化に協力して取り組みをしている自治会があるのも承知しておりますが、

朝散歩などで見て回りますと今日は可燃ごみの日なのに違うものが出てたりしています。そんな

ことの無いよう、まちづくり運動推進協議会の中で取り組んで頂きたいと、この様に思う訳です

が如何でしょう。 

 

○町民課長 
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 自治会長会議では従前からお願いをしたり、ごみの量が増えた関係は町広報にも掲載してます

し、今後とも、色んな機会を捉まえながらごみの減量化については皆様方に協力なりＰＲをして

参りたいと思いますので、そう言うことでご理解を賜りたいと思います。 

 

○藤田委員 

 地域活動推進事業交付金１千万円の中身ですが、１点だけお聞きします。高齢者敬老事業の関

係で開催当日７５歳以上となっておりますが、これは２、３年前にも町長に言ったことがあるよ

うな気がするんですが、敬老会も人数が増えてきて入れる会場は無くなったと、そう言うことで 

自治会単位でやって頂くようにお願いをして、自治会連合会に承諾を得てやっているんだと、こ

う言うお話しでありますけれども。この頃は余りそう言うお話しは無かったんですが、参加者１

人につき 3 千円、これは有難いことですが自治会単位として３０人居て、１５人しか来なくて１

５人は病院とかに入院していると言う形の中で、自治会は来た人１５人分貰うのは有難いことで

すが、自治会事業としては欠席した１５人にも何か。タオル１本なりを配っている自治会も有る

と聞いておりますが、私たちの自治会も来ない人にも記念品を配っているんですが。そこで、２ 

、３年前にも町長に言ったことがありますが来ない人にも、今は名前の公開は駄目と言う時代に

なってはいますが、来ない人にも、３０名の対象者がいれば３０人の予算をもって実施できる方

策を講ずる時期が来たんではないかと、この様に考える訳です。高齢者敬老事業、７５歳以上、

この７５歳以上が良いのか悪いのか。当時は、昔は７０歳くらいで我が自治会も新町もやってい

たんですが、それが普及してこんな話しになって来たと思いますがその辺の考え方、当局として

は、あちこちで言われてるでしょう、意見的には、その辺の考え方はどうなんでしょう。それと

条例等の改正があると思うんですが、それを以てしていると思うんですがその解釈。それと、そ

の改正は何時の時点で決めて事業を推進しているのか、その点、お考えがあればお聞かせ下さい。 

 

○町民課長 

 この規則は１７年４月からです。基本的には敬老会につきましては、過去に町がご案内した時

に７０歳と言うのは余りに早過ぎて案内をしても俺はまだ高齢者じゃないと、それから色んな意

見を聞いても７５歳くらいなら出ても良いけれどと言うような意見も色々ありまして、昔、私が

関わっていた頃は毎年１歳づつ引き上げて７５歳になったと、年齢についてはその当時異論もあ

りませんでした。７０じゃ早過ぎて呼ばれても行かないよ、と言う意見の方が多かった気がしま

した。そんなことで、年齢についてはその当時からだんだん引き上げて行って７５歳になったと

ご理解頂きたいと思います。参加者１人について３千円については、参加しない人についても何

か記念品をお上げしたいのでと言う意見があることは事実でございます。私どもにも聞こえてき

てございますけれども、そうなると町民全員と言うことになりますので、この点については今の

ところは、当日参加した人１人について３千円と言うことで進めて行きたいと考えておりますの

でご理解を賜りたいと思います。 

 

○藤田委員 

 ７５歳以上、１人 3 千円と言うのは条例か何かあるんでしょう。その辺を聞きたかったんです。 

時代にあった流れの中で改正、見直しもするんでしょう。 
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○町民課長 

 参考資料の、平成２２年度事務事業に係る主な規則・要綱等の中の１番上、清里町まちづくり

地域活動推進事業交付金規則に載ってございます。この４ページに記載されておりまして、高齢

者敬老事業、開催当日７５歳以上、参加者１人につき３千円以内、それと消耗品等が掛かると言

うことで、自治会の人数に併せて均等割りを交付していると言うことでございます。この規則に

つきましても、先ほど言いました様にまちづくり運動推進協議会に今後諮問して行きたいと思っ

ておりますので、その中で新たな項目が何か出れば議論を頂いて、町の方に意見として上げて頂

くと言うことになると思います。以上でございます。 

 

○藤田委員 

 私もそれを見てお話ししていたんですが、最初から。そこで１番大事なことは課長が言いまし

た様にまちづくり運動推進協議会に諮問して、そこで検討して貰うと言うことで。諮問委員会は

色々出来ておりますが、どの委員会も町民が自発的に２０人なら２０人きちっと出てくるような

委員がいれば有難いんですが、いつも１人か２人であとは町当局が推薦をして決めて行くような

諮問委員会がここ７、８年の貫例じゃないかと思うんです。まずこの点を改善しなければ、本来

の自治会主体の、この他にも色々ありますがこの事業を推進するには、手足となって行くのは各

自治体、２９か３０ある自治会が手足となって動くような委員の選び方、選出の仕方、こう言う

点、今後自治会長会議なり色んなものを通じて、各自治体の代表とまでは言いませんがそう言う

ところから１人や２人出てくるような、そう言うやり方を特にやって頂く時期が来たんじゃない

かと、このようにご指摘だけしておきたいと思います。以上です。 

 

○町民課長 

 今ご指摘の関係ですが、その様なことも考えながら今回のまちづくり運動推進協議会の方に諮

って行きたいと、今回変える訳でありまして。このまちづくり運動推進協議会の構成団体ですが、

自治会連合会の会長と基本的には事務局長と言うことで自治連からは２名出ておりますし、社会

福祉協議会の会長さん、自治会連合会の女性部の会長さん、それから農協女性部、商工会女性部、

連合青年、子ども育成連絡協議会、老人クラブ連合会と言うことで８団体が参加しておりますの

で、それぞれの団体からの意見は当然吸い上げられると思いますし、自治会につきましても自治

会連合会から会長と事務局長と言うことで、このまちづくり運動推進協議会には構成されており

ますので、色んな各団体からの意見については吸い上げられるんじゃなかろうかと言うことで、

このまちづくり運動推進協議会に意見を諮りたいと言うことで今考えております。そう言うこと

でご理解を賜りたいと思います。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 
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 無ければ次に進みます。６目交通安全対策費、７目防災対策費、一括審査を行います。４４ペ

ージから４５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に進みます。８目町有林管理費、４５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○澤田委員 

 町有林管理費ですが、１５節工事請負費、金額的には少額ですがどれくらいの規模で行うのか。 

 

○産業課長 

 この度の町有林の新植の内容でございますが、江南に位置します江南６３８番地の１で１１林

班の２５８小班と言うところでございまして、１.４ヘクタールの部分を新植する訳でございま

す。樹種といたしましてはグイ松雑種Ｆ１となってございます。工事費につきましたは７９万８

千円と言うことでございます。 

 

○澤田委員 

 これは何年前に切った山ですか。 

 

○産業課長 

 ５年前に間伐したところでございます。 

 

○澤田委員 

 町有林の計画的な管理・運営でいきますと、ここ数年は伐採が行われていない現状です。今後、

２３年度からの第５次清里町総合計画の中に出てくる事だと思いますが、実際、伐期が来ている

山は順次切って販売をして行かなければと思いますが。何年か前に町有林を伐採したんですけど、

今の木材流通は良くないんですが、その中でも余り収入に無らなかったんですが、どの様な売り

方をしたのかお聞かせ頂きたいと思います。どの位の面積で、どの位の金額になったのか。 

 

○産業課長 

 売った年数が不明なので、資料を持ち合わせていません。後ほどお教えしたいと思います。昨

年もお話しをしたと思いますが、町有林について昨年調査をさせて頂きました。道のほうで調査

して頂きましたけれど、６０年が良いのか８０年が良いのかと言うことも含めまして調査をさせ

て頂いて、５ヵ所ほど町有林を抽出いたしまして調査させて頂きました。その結果でございます

けれど、樹齢が６０年近いと言うことでございますけれども、このまま８０年まで育てても良い

のではないかと言う調査結果が出てございます。森づくり管理センターと言うところで調査させ

て頂きましたが、８０年まで育成した方が良いと思われると言う調査結果でございました。材積

の結果を計算いたしまして、間伐した場合も、それからこのまま成長させた場合も材積は回復し
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ないと言うことで、８０年まで育成した方が得策であろうと言うような調査結果が出てございま

す。細かな数字を言ってもなんですが、結果的にはそう言うことでございます。ただ小さな林班

もございますので、今後必要と言うことであれば道の森づくり管理センターに依頼しまして調査

させて行きたいと考えてございます。過去の売り上げについては後でお知らせいたします。 

 

○澤田委員 

 現在、６０年経って８０年に達するものは無いと言うことですか。 

 

○産業課長 

 今のところ８０年に達しているところはございません。 

 

○澤田委員 

 最高の樹齢はどれくらいか。 

 

○産業課長 

 調査のところでございますが、樹齢６０年と言うものが最高でございまして、５１年から６０

年までの樹齢を調査いたしました。 

 

○澤田委員 

 森づくり管理センターは国の山や町有林とか、そう言うところを管理しているのかと思います

が、国の山も８０年を伐期としているのか。 

 

○産業課長 

 大きな目で見ますと、今、間伐が乱れた状態で進んでいまして、その後新植しないと言う部分

がかなりございました。これは、新植するにはお金が掛かると言う部分がございまして、木も安

いと言うことで、一部高いところもあろうかと思いますが乱伐と言いますか、それがございまし

てそれを防ぐと言うこともございまして、調査の結果も６０年で切るのが良いのか８０年で切る

のが良いのか、支庁の考え方では長期が宜しいのではないかと言うことで進めてございます。う

ちも町有林の見直しも含めまして、今後も６０年で切るのではなく８０年伐期に移行しようと変

更しようとしているところでございます。森づくり管理センターと言うのは支庁の団体でござい

まして国の団体ではございません。国は国で林野庁の南部管理署でやっているかと思います。 

 

○澤田委員 

 そう言う方針に決定したと言うことですか。我々も建てていると５０年も経つと下の方から芯

が腐ってきて老化した年輪になって、上のほうまで強度のない状態になるんですよね。製材にし

ても。それを８０年、針葉樹であれば分かりますが。２０年間何も手を付けないと言うことは山

の荒廃にも繋がりますし、倒木の管理もしなければならない。収入も何も無いと言うことになり

ますので、計画的に６０年経った木は、調査は調査として受け止めて７０年経つ前にぼつぼつ切

って行くのか。カラ松が将来的にも駄目であれば雑木山にして行くとか。林活議連の植樹に参加
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したことがありますが、楢の木を植樹して自然林に戻して行く形の森づくりもやっているんです

が、８０年経ったものを切ってカラ松を植えてまた８０年と言ったら途轍もなく長いことで、計

画の推移を見ることもできない、世代が先の話しになってしまう。植林も色んな形で、町民参加

型でドングリを植えるとか色んな方法があると思いますが、来期に向けた第５次総合計画の中で

もそう言うことを取り入れて行く必要があるんではないかと思います。６０年のものを２０年間

一切、切らないものなのか、少しづつでも切って行く方が良いと思うんですがそれを守って切ら

ないのか、その辺をお伺いします。 

 

○産業課長 

 前々からこの話題がございまして、町としましても管理計画を見直ししているところでござい

ますが、今ご指摘の通りカラ松については８０年目指している部分もありますし、場所場所によ

っては５０年で切ったほうが良いと言うような意見もございまして、それぞれ樹種につきまして

も研究させて頂きますが、全部が全部８０年待つと言うことではございませんので適切な時期に

伐採して売買すると言うことになろうかと思いますが、資料によりましてはトド松は８０年が宜

しい、赤エゾ松は１００年が宜しいと言う風に樹種によって色々ありますし、場所によっても色

々ありますので、その辺を熟慮しながら計画を立てて行きたいと思います。 

 

○澤田委員 

 売り方も色々あろうと思いますし地元にも木材関係いるので、入札方法とか売り方も良く検討

して少しでもお金になる方法で売って行くことが望ましいことと思いますが。 

 

○産業課長 

 売買の時期になりましたらその辺も熟慮しながら進めさせて頂きたいと思います。 

 

○田中委員 

 澤田委員の質問に関連してですが、落葉樹の伐採について、今までの町のやり方だと販売する

のは毎木調査を行って、木代金は木代金で貰い、伐採に掛った経費は経費で払う。そう言うやり

方ですね。 

 

○産業課長 

 その通りでございます。 

 

○田中委員 

 地元にも林業関係の業者がおりますが、普通、個人の山林の売買の場合には凡その面積で、１

町なり２町なりの面積で売買、相殺と言う形でやられているのが大半だと思うんですが。私も林

業関係の人に聞いた訳でありますが、町の場合、６０年なら６０年育てた木の売値と伐採に係る

経費とで差し引くと余り利益にならない現状だと思うんです。そこを全部含めて業者にお任せす

るということは出来ないんでしょうか。 
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○産業課長 

 財産売払いと経費、やはり予算上は、収入と掛かった経費で分けて計上するのが会計上明確で

はないかと言うことでございます。 

 

○田中委員 

 会計上は明確であると言うことは分かる訳です。その通りだと思います。しかし、行政でやっ

ている明確な木代金は木代金、経費は経費と言うきちっとした方法、それも分かりますが最終的

には町に入ってくるお金がどうなのかと言うことを考えた場合に、個人の販売方法、そう言うこ

とが充分に検討出来るものなのか出来ないものなのか。あくまでも木代金は木代金で経費は経費

ときっちりしなくてはならないものなのか。それとも面積、ヘクタール幾らですよと言う形で皆

さんがやっている方法が出来ないものなのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

 

○産業課長 

 予算の項目にもございますように財産収入と言った科目もございまして、やはり、切る業者さ

んも違うでしょうし、買う業者さんも違う場合もございますので、分けることが明確であろうか

と今のところ考えております。 

 

○田中委員 

 それはその通りだと思う訳でありますが、折角６０年、７０年と育てて、財産ですからどう言

った方法で収益に繋げるかと言うことを充分に検討して頂いて、再度見直しして考えるべきかと

要望しておきたいと思います。 

 

○産業課長 

 売買の時期になりましたら、それを含めまして検討させて頂きたいと思います。 

 

○澤田委員 

 田中委員の質問関連ですが、売り先はどこに売らなければならないとか決まっているんですか。 

 

○産業課長 

 全く決まってございません。 

 

○澤田委員 

 その経費と売上げの区分、一般の事業者とは違うと言うことですね。 

 

○産業課長 

 はい。 

 

○加藤委員 

 田中委員と澤田委員の意見に私も賛成する訳ですが、町が言っていることも尤もな話しだと思
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います。そう言う環境の中で、一つ、伐採してもらう経費を入札をする時にそれも充分踏まえて、

販売する時もそう言うものを踏まえてきちんとした対応をして頂ければ特に問題は無いと思いま

す。予算、決算の中で経費は経費として町は上げなければならない事も分かります。その時はよ

り安い経費の業者であれば良いと言うことでありますし、販売する時もより高い業者であれば良

いと言うことでありますので、その事を充分考えながらこの問題を進めて頂ければ絶対解決策が

出てくると思います。宜しくお願いいたします。 

 

○産業課長 

 今の加藤委員のことは入札の原則でございますので、踏まえて行きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 原則は分かりますけれど、両委員が言われていることは実態として、普通の市場感覚で言った

らもう少し町民の財産を処理するに当たっては良い方法が出来たんじゃないかと言う、過去の事

例があるので質問していると思います。 

 

○田中委員 

 この経費は経費、販売は販売と言う形で上げなければならないとの事でありますが、業者の入

札にかけて高い値段のついた方に落とすと言うことで良いんじゃないかと思うんですが、先ほど

言った通り充分に検討して頂きたいと思います。 

 

○産業課長 

 今の皆さんのご意見を参酌しながら実行させて頂きたいと思いますので、宜しくお願いいたし

ます。今のところ未だ販売の予定がございませんので、その辺ご理解頂きたいと存じます。 

 

○中西委員 

 今の関連ですが、先ほどの答弁の中に新植にお金が掛かると言うお話しでございましたが、ま

ず新植する面積、今回は１.４ヘクタールと言うことで、江南の６３８番地、新植する面積がある

のかどうか。今の色々お話しにありますけれども、町にだけお金が入ると言うだけで経済効果は

無いと思うんです。それを植える人、町民の中で植える人、また伐採する人、工場で仕事をする

人、清里町の中で潤えば経済効果はもっともっと出てくると思うんです。ですから町有林の中で

新植する場所があるのか、１.４ヘクタールしか面積がなかったのか、新植するのにお金が掛かる

からと言うお話しだったと思いますが。菅理計画に基づいてと言うことで執行方針の中で書いて

ありますが、樹種はトド松か何かだと思いますが、きちんとした目的で植えられていると思いま

すが何年分植える面積があるのかお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○産業課長 

 計画的には平成２５年までの計画書がございますけれど、その番地ごとで新植することが計画

されてございます。例えば平成２３年度では江南地区とか清泉とか、色々計画書には載ってござ

います。今後、計画的に新植する場所はございます。新植するのにお金が掛かると言うことは一



  
 
 

- 14 -

般的なお話しでございまして、町有林も含めまして民有林が問題になってございまして、木材が

安いと、それで間伐して売ります。民有林の場合、新植するとややもするとそれ以上かかる場合

もございますので、その辺に難色を示して新植しない方が全国にいらっしゃると言うことで森が

乱れてきますと言う一般論を申し上げただけで、町が高いから新植していないと言うことではご

ざいませんで、新植は計画的に進めさせて頂きたいと存じます。 

 

○中西委員 

 聞き洩らしたんですが、樹種はどう言う種類を植えているのか、目的もあると思うんです。儲

けようとして植えているんですから、その性質なりをきちんと選定されて植樹されていると思う

んですが、ただ１.４ヘクタールであろうと植えるに当たってはきちんと、将来的にはこれ位の儲

けが出るとか、どこの町内でも処理できるとか、そう言う方法があると思うんですね。その辺、

きちんとした目的を持って植えられる計画なんですか。 

 

○産業課長 

 樹種につきましては、先ほど申し上げました通りグイ松雑種Ｆ１と言うカラ松より強い樹種が

ございます。今それが主流かと思いますけれど、ただ何年後に売って幾ら儲かると言うことでは

ございませんで、森を守ると言う意味での新植でございますし、冠水能力もございますし、その

辺を踏まえながら町有林の適切な管理と言うことでございますのでご理解を頂きたいと思いま

す。 

 

○中西委員 

 以前に、恐らく７０、８０年前に我々の父あたりが植えた山、町の税金分が要らないと言うよ

うな感じで植えたと言うことを聞いていたんですね。町有林と言うのは。だからそう言う夢を持

った事もこれからやって行って貰いたいと思います。北海道の猿払村、ほたて貝の稚貝を養殖し

てすごく潤っている地域もあると言うんです。清里は焼酎も一生懸命にやっていますが、こう言

う山もあって町有林もあって、民有林もあって、もう少し夢のあることで森林計画をやって行け

ればと思いますが、何かそう言う将来的に大きな目標なんかはあるんでしょうか。 

 

○産業課長 

 当時のお話しも聞いたことがありますけれども、今ここで、私の口から潤いますと言うお話し

もできませんので、町有林の森を守ると言うことで新植あるいは間伐、皆伐を進めて行きたいと

お答えいたします。 

 

○委員長 

 ここで１０時４０分まで休憩をいたします・ 

 

                                休憩 午前１０時３０分 

                                再開 午前１０時４０分 

○委員長 
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ここで休憩を解いて審査を再開いたします。 

 

○産業課長 

 先ほどの澤田委員さんのご質問にお答えいたします。１９年度に町有林を伐採し売払いをして

ございます。江南が３.４３ヘクタール、工事費いわゆる伐採費でございますが３２６万５千５０

０円、売払いは同じ面積で３０１万４千４４９円ですので、若干赤字です。それから青葉は伐採

経費が８１万１千６５０円、売り払いが１１５万４千９１４円、これにつきましては黒でござい

ます。樹種につきましては江南がカラ松で青葉がトド松と言うふうになってございます。以上で

ございます。樹齢は記録にございません。後で答えて行きたいと存じます。 

 

○田中委員 

 今聞いて、江南の伐採についてはマイナスになっていると言うことで、私から考えるとマイナ

スになるくらいだったら売らないんですが。販売方法を色々検討して頂きたい。それと、カラ松

の場合は５０年が限界だろうと言うふうに聞いて認識していたんですが今回８０年位と言う話し

があった訳で。専門家に見てもらうと。ちよっとびっくりして聞いていたんですが、そんなに置

いて良いのかと。そんな中で、今後、５０年から６０年の伐木の計画が８０年になると町の計画

も大幅に見直しをしなければならないと思うんですが、その辺についてどう考えておられるのか。 

 

○産業課長 

 町有林の管理計画の見直しが２１年にされて所管の委員会にもお話しをさせて頂いたところで

ございますが、町の管理いわゆる町有林を管理する上において全く切らないとかではなくて、例

えばこの１９年度の時にも日陰対策を解消する部分もございますし、それぞれケースバイケース

で今後間伐あるいは伐採する箇所もございますし、それをまた伐採費、また売払い料と言う風に

予算上出てくるかと思いますので、その場その場で検討させて頂きたいと思いますので宜しくお

願いしたいと存じます。それから先ほどの樹齢が分かりましたのでお答えいたします。当時、日

陰対策でカラ松が４８年もの、除間伐でカラ松が１２年、青葉のトド松が５４年と言う風になっ

てございます。 

 

○委員長 

 ほかに質問がなければ次に移ります。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。９目支所及び出張所費、１０目札弦センター費、１１目緑センター費一括審査

を行います。４６ページから４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１２目顕彰費、１３目報酬等審議会費一括して審査いたします。４７
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ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に移ります。１４目職員福利厚生費、４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１５目総合庁舎管理費、４８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に移ります。１６目行政情報システム、４８ページから４９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に移ります。１７目管内町村公平委員会費、４９ページから５０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければここで説明員交代となりますが、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 

 ここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を行います。 

３項開発促進費、１目企画振興費、２目土地利用計画費一括審査をいたします、５０ページか

ら５１ページ。 

 

○加藤委員 

北網地域活性化協議会負担金で、今回１００万５千円で北網地域のプロモーション、観光のビ

デオと作るんだと、そう言う環境の中でどの程度まで清里町と言う形のＰＲ効果があると捉えて

いるのか。 

 

○総務課長 

今回のプロモーションの関係でございますが、北網地域関係市町の合同的な事業と言う形の中
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で現在企画をされてございまして、テレビのプロモーションについてはＢＳについて番組を全体

的に制作して行く、そう言った方向で網走市の事務局が検討を加えてる最中でございます。従い

まして、関係市町につきましては１時間番組になるのか９０分番組になるのかがございますけれ

ど、全体的な部分で押し並べてそれぞれの町の特色ある観光、そう言った要素を取り入れた中で

の番組編成になると考えてございます。また、現在、北網の事務局の段階におきまして、特に東

南アジア、中国、香港、韓国、台湾、そう言った方に向けて今回製作する番組に内容については

ＣＤ化などを行いながら、さらにそう言ったものを広報ＰＲして行くと言った考え方もあるよう

でして、そう言った今後の具体的な内容の検討等については逐次それぞれの所管の委員会にご報

告申し上げたい、かように考えてございます。 

 

○加藤委員 

１度だけの放映ではなくてＣＤ化と言うことで、出来れば全体的な中から清里町だけの部分も

作るような方法も併せて考えて頂いたほうが良いのかと言う捉え方をしております。 

 

○総務課長 

賜りました。どう言った形でできるか、全体的な北網の中で検討させて頂きたいと考えてござ

います。 

 

○委員長 

他に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。３目花と緑と交流のまちづくり事業費、５２ページから５３ページ。 

 

○加藤委員 

 交流事業の関係で、１千１５２万９千円と言う形の中で項目を上げている訳でありますが、中

・高校生海外派遣研修事業５６０万円、町民海外派遣研修参加事業８０万円、移住・定住１２０

万円と言う関係の中で、都市農村交流事業と言うのはどれくらいの予算でどのような内容なのか。 

 

○総務課長 

 全体的な部分といたしましては１９節の負担金補助及び交付金の交流研修派遣事業補助５０万

円、この事業を以てそれぞれ交流関係でございましたら鶴ヶ島、そう言った関係の中の部分で交

流を行っていく。さらにそれ以外につきましても、それぞれ必要な産業まつり等に参加する経費

等については産業課所管でございますが、それ以外についても需用費やそれぞれの部分に振り分

けて行われている、こう言った形になってございます。また併せましてふるさと会等々の支援の

関係、こう言ったものも定額的な部分で継続的な予算の中に計上している。このようにご理解賜

りたいと思います。 
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○加藤委員 

 交流事業、大きな目玉ですし大切なことだと理解する訳であります。中高校生の海外研修も非

常に良いことだと思いますし、将来に亘って色んな思い出があって非常に大切なことであろうと。 

次にあります町民海外派遣研修事業参加補助、これはまなびすと海外派遣研修事業と言うふうに

捉えて宜しいのか、確認いたします。 

 

○生涯教育課長 

 ただ今の町民海外派遣研修事業参加補助１８０万円は、加藤委員さんからご質問にありました

通りまなびすと海外派遣研修事業のことでございます。まなびすと事業につきましては本町の町

民が国際的視野を広めると言うことで実施しているものでございまして、金額につきましては事

業費の３分の２以内を補助すると言うことで１人３０万円以内、６名分を補助するものでござい

ます。以上です。 

 

○加藤委員 

 交流事業と言うことで、所管が教育委員会と言いながら後援はＪＡあるいは商工会、こう言う

形な訳でありまして。果たして教育委員会が所管するのが良いのかどうなのか、もう少し幅広い

中で運営して行かなければならない気もする訳です。私も恥ずかしながら今回要綱をきちっと眺

めた訳でありまして、こう言う中で対象者と言うのは清里町に在住し地域、職場、団体などにお

いて活動しているもの、もしくは活動が期待できるもの。本町に１年以上在住し今後定住が見込

めるもの。こう言うことで派遣内容については農協、商工等系統が行う事業であったり、あるい

は個人的な具体的研修、テーマでもＯＫですよと、その他町が認めた事業、こう大雑把にある訳

ですが、これらの審査内容は最終的にどうするのかと言うと町長が派遣決定をするとなっている

訳であります。この事業は大切であると思いますが、所管が教育委員会であると言う形の中でこ

の研修の成果なり報告はどう言う形で町民に知らせてあるのか、その成果についてどのように捉

えているのか。 

 

○生涯教育課長 

 まなびすと事業につきましては平成１９年度から実施している事業でありまして、この３年間

に１２名の方がそれぞれ、公共的団体とか個人グループとして派遣しております。ただ今ご質問

にございました町民に対する報告と言う件でございますが、町民に広く報告していることはござ

いませんが、それぞれの団体など職場を通じて行ってきた内容等を報告すると言うことを行って

いるところでございます。以上です。 

 

○加藤委員 

 この事業は基本的には団体に補助するものでもなく、教育委員会が大きな明日の地域おこしと

言う観点から行っている事業であると思います。そう言う中にあっては住民大会、あるいは色ん

な形の大会がある訳でございまして、行ってきた報告を大きく広めると言うのが基本的には必要

でありまして、貴重な町費で行っている訳ですから、その辺を検討する考えが有るのか無いのか。 
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○生涯教育課長 

 このまなびすと事業は国際的視野を広めると言う観点から広く町民、個人団体から出ているも

のでありますので、行ってきた成果につきましてはできるだけ広く町民に報告していく機会を作

って行きたいと思います。特に、今まで行ってきた中には自女連の方もおりますので自女連団体

等を通じた報告等も積極的に行っていきたいと言うふうに思っております。 

 

○加藤委員 

 それぞれ参加した中で活用し成果が出てくるのは当然のことと思います。広く町民の皆さん方

に、行ってきた人の関係だけではなく、そこだけで終わってしまうと町づくりは一歩も進まない、

色んな事業も出しっぱなしでは効果が薄いものだと捉えます。実質的に住民が参加されて実質的

に運営されている住民大会、そう言う色んな機会がある訳ですから、是非とも行ってきた成果が

有る訳ですからそういう場面をもっと広く設けて頂きたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 色々な機会を設けてまして、広く町民に報告して行く機会を作って参りたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 もう１点この事業に関して、私の勉強不足とも思いますが募集に当たって何時どう言う形で町

民の皆さんに、あるいは個人に伝わっていたものなのか。私は１９年から今日まで記憶がござい

ません。行ってきた後にあの人やこの人が行ってきましたよ、何で、その内容も良く分からなか

った。今回初めてまなびすと事業の内容が出てきてふと思いました。しかも、今回の予算書の中

に海外町民派遣研修事業参加補助１８０万円と書くんじゃなくて、少なくともその事業名を書く

努力もすべきだと捉えます。 

 

○生涯教育課長 

 この事業の町民募集につきましては、広報きよさとを使いまして一般募集をかけております。

さらに、それぞれの団体等にも実施要綱等を配りまして出来るだけ広く町民の方から応募をして

頂けるような形を取っているところでございます。 

 

○加藤委員 

 その時に、是非、具体的に、もう少し堅苦しくなく参加できる考慮もすべきと捉えます。 

 

○生涯教育課長 

 周知の方法につきましては、ただ今のご意見を参考にして行きたいと言うふうに思います。 

 

○勝又委員 

 移住定住事業補助の１２０万円、このことについて質問したいと思います。この事業、モデル

ハウス等を作りましてかなりの利用もあってと言う部分なんですが、移住定住推進の補助要綱も

出来まして４月１日から本格的に移住定住に向けてと言う形かと捉える部分でございます。その
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中で体験ハウスの利用も含めて、どれだけ移住定住に繋がって行くのかと言うことが問題ではな

いかと思います。人口がどんどん減少する中で、少しでもそれに歯止めがかかる形になるように

田舎暮らし、また体験生活とか、そのような中でより強く町がアピールしてお客さんを招くと言

う、そのような形が必要かと思っておりますが昨年度の取り組みの成果についてお聞かせ頂きた

いと思います。 

 

○総務課長 

 まず移住定住関係の新しい要綱でございますが、委員ご指摘の通りそれぞれ資料の最終ページ

に記載してございまして、常任委員会の中におきましても、今、町の定住団地において貸与して

いる関係については２ヵ年の期間が切れる。そう言った中において各議員の方からも継続的な事

業の取り組み、そう言ったことが必要ではないかと言うご指摘も頂いてございますし、またある

一定の成果も表れつつあると言う、そう言った実態を踏まえつつ継続的な町としての支援、今ご

指摘の交流拡大やさらには地域振興、こう言った観点から進めて参りたい、そう言った考えに立

って予算を計上させて頂いている。このようにご理解頂きたいと思います。具体的な成果でござ

いますが、これはまだまだ課題も多い事業でございまして各町村とも苦労しているところでござ

いますが、２１年度の具体的な半期の実績を申し上げますと、全道約１８０市町村ある訳でござ

いますが２１年度上半期のおためし暮らし、シーズンスティ、そう言った関係におきますと全道

的には上位から１０番目の実績と言うふうになってございます。全体では滞在延べ日数が上半期

で５６０日、議会が視察に行かれた黒松内町、それが大体４６２日と言う形でございますがそれ

を若干上回る、北海道では函館ですとか小樽ですとか非常に大きな都市が先行して実施している

ところでございますが、ようやく３ヵ年の取り組みの中で徐々に成果が表れつつあると思います

ので、全体的な地域振興の観点から今後とも継続的な支援、移住定住を推進する会、観光協会、

商工会、様々な取組みを現在行ってございますので側面的な支援、そう言ったものを行政として

もしっかりと行って参りたい、かように考えているところでございます。 

 

○勝又委員 

 道内で上位１０番目の成果と言う説明でありましたけれど、なかなかその部分が、定住して貰

うと言うことに結びついて行くかどうかと言う部分で。うちの町に関して言えば意外と負の部分

と言うか、都会から来てのどかで不便なところが良いんだと言う形が売りの部分ではないかと思

いますが、けれどこの不便さと言うのは暮らして行く中でかなりの障害になる部分かと、このよ

うに思う訳ですが、そう言う部分で新たな形でここに住んでもらう人を探して行く必要があると

思うんですが。東京清里会とか、元清里に居た人が定年退職後にまたふるさとに戻って来るよう

な形になると住み慣れた町に戻って来ると言う形の中で可能な部分かと、そう言う部分では色ん

な不便さは幾分かは我慢して住んでもらえる状態が生まれるのかと。そんな中で大きくＰＲして

行く部分、そう言うものも検討すべきじゃないかと、そのように思う訳で。今回、快適な暮らし

を少しでも築くために町も努力している訳でありますが、やはり、何と言っても不便さが払拭で

きない部分があるんじゃないかと、そう言う部分で検討を願いたいと思います。 

 

○総務課長 
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 まず１点目、なかなか定住に結びつかない実態と言うご指摘がございました。当然、当町のみ

ならずそう言った難しさを抱えた事業と言う形でスタートさせて頂いた、そう言った認識に立っ

てございますが全体的にはおためしとか短期間の滞在ですとか、後はシーズン、夏の間とか冬の

間とか、こう言ったシーズンスティ、それから今お住まいの所に住居を持ちながら２地域に住む

と言う２地域居住型、さらには併せて部分的な移住、さらには定住、色んなレベルがございます

ので全てが定住と言うのはなかなか難しさがございますが、そう言った観点に立ってしっかりと

した受け皿になるようなまちづくりを進めて行く。これが基本にありますので、そう言った方向

性をしっかりと確認しながら進めて行きたい、かように考えてございます。また併せて利便性や

不便さ、そう言った中で二の足を踏まれる事もある訳でございますが、一方ではそう言った部分

ではなくして景観ですとか自然、その地域の持つ人柄、そう言ったものに触れてうちの町を評価

して頂く方もいらっしゃる。さらに議員ご指摘の通り、当町出身で都会に住んでおられましたけ

れども定年退職を迎えながらふるさとへ回帰してくる、そう言った動きも大きな流れになってご

ざいますし個人的には既にそう言った方が当町にもいらっしゃる、このように認識してございま

すので従来ありましたふるさと会等々の連携、さらにはふるさと回帰センターや当町に置きまし

ては道のパートナーシップエリアと言う形の中で指定された１地域になってございますし、今後、

道の推進協議会においてはオホーツク地区におけるセンター町を清里にと言うお話しもございま

すので、色んな部分で可能な要素を、うちが持っている特性を活かした方向性、こう言ったもの

を具体的に１歩１歩積み上げて行きたい、かように考えているところでございます。 

 

○澤田委員 

 勝又委員の関連ですが、今年度で、商工会が行っているおためし暮らしが好評だったんですが

住宅が売りに出ると言うことで、今後、そのおためし住宅をどのように行っていくのか。定住が

決定するまでおためし住宅は重要だと思うんですが、その辺はどうなるのかお聞かせ頂きたいと

思います。 

 

○総務課長 

 先に勝又委員からご質問のありました新しい要綱を制定しながら、２２年度の予算の中で補助

と言う形の中で１２０万の予算を計上させて頂いてございます。移住定住を推進する会、商工会、

観光協会、それと建設業界、そう言った方々や関係者が協力し合って新しいおためし住宅の建設

に向けて、今、色々な協議が進められている、このようにお聞きしてますので町としても今回定

めた要綱さらには計上した予算、そう言ったものを念頭に継続的な支援を行い、そう言った住宅

が確保できるような方向性、こう言ったものを具体的に今後進めて参りたい、かように考えてお

りますのでご理解賜りたいと思います。 

 

○田中委員 

 中・高校生海外派遣研修事業補助について私の考えですが、町長の執行方針の中にもあります

ように清里高校の特色、キャンパス校として特色ある学校づくりの推進に対し支援を行うとあり

ます。今、資格取得とか進路指導面での支援、教育委員会の関係にもなりますがそう言う支援策

を行っている訳でありますが、その中で高校生もこの事業に参加されてる訳であります。特色あ
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る学校づくりと言う中で先ほどの資格取得等への支援も大事でありますが、これから国際的な人

間に育って行くためには英語力、体験も非常に重要だと思うんです。１人でも多くの高校生がこ

の事業に参加できる、できれば夏休み期間中などに長い期間滞在できるような、生徒や教員も含

めた中で。そうすれば清里高校のキャンパス校に教員で行けば海外研修が経験出来るんだと、意

欲のある先生も来られるでしょうし、是非、検討して頂きたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 清里町の中・高校生海外派遣研修事業につきましては平成２年にスタートいたしまして、平成

２１年に２０回目の海外派遣が終了したところでございます。この期間中に高校生におきまして

も１４０名近い方々がニュージーランドに行っている状況にあります。単年度では毎年中学生７

名、高校生７名、各学校の引率２名がつきまして実施しておりまして、近年、国際理解や国際的

部分に親しんで行くと言う観点からこの事業が定着して大変な効果を上げていると思っていると

ころであります。清里高校につきましては、ただ今委員さんの方からありました通り総合支援と

言う中で特色ある清里高校を築くために色んな支援をしている訳でありますが、それと併せて今

後も引き続きこの中・高校生海外派遣を続けて行きたいと思っております。併せまして交換留学

等も実施いたしまして国際交流等を進めて行きたいと思っております。 

 

○田中委員 

 是非とも、そう言うことで宜しくお願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（君） 

 無いようですので次に移ります。４項徴税費、１目徴税費、５３ページから５４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。５項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、５４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に選挙費。１目選挙管理委員会費、２目衆議院議員選挙費、３目知事道議会議員選

挙費、４目農業委員選挙費、一括審査いたします。５４ページから５７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。７項統計調査費、１目各種統計調査費、５７ページから５８ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に監査委員費、５８ページから５９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければここで説明員交代になりますが、質問漏れなどございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで説明員交代といたします。暫時休憩いたします。 

 （休 憩）                                

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を再開します。 

９項地域振興費、１目地域振興対策費、５９ページから６０ページ。 

 

○加藤委員 

 １９節の農商観工異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業に予算が１千５００万と言うこ

とで、上限が３００万円で５つくらいの事業と言うことで捉えているんですが、単純に５つは出

て欲しいと言うことなのか、どう言う形の予算なのか。 

 

○産業課長 

農商観工異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業でございますが、限度額を３００万に定

めまして５件について予算化をさせて頂いております。２１年度の実績をご報告申し上げますと

３件の実績がございます。1 つはスイーツの開発及び販売事業、２つ目はドリンクビネガー開発

・販路開拓事業、３つ目は寒干し大根塩漬け販売事業と言うことで、３事業が成立してございま

す。現課といたしましては５件、６件、７件と言うふうに沢山の応募があればと言うふうに考え

てございましたけれど、実績といたしましては３件です。問い合わせといたしまして後２件ほど

ございますので来年度にはまた２件の方々がご相談に来るのかなと思っておりますし、さらに沢

山のやる気のある方と言いますか事業を興したい方が掘り出せればと考えております。 

 

○加藤委員 

 非常に大切なことだと思いますし、これで充分なのかと言うこともある意味では微妙な部分。

私が心配しているのはせっかく出来たものが補助が終わった時点で終わってしまわないように、

そう言う金銭だけではない取り組みの仕方と言うのも非常に大切になってくるのかと、その辺の

考え方について。 
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○産業課長 

 この交付金事業を興すに当たってそう言う議論もございました。ただお金を与えて後は知らな

いと言うことではなく、まずはこの不景気、商工業いわゆる閉店が多くなっている状況を踏まえ

て何か活性化できるような事業が無いかと言うことで、少しでも、起業したいけでど資本と言い

ますかきっかけになるお金が無いですよと言うことで、これだけあれば興せるかと言うようなき

っかけ、いわゆる背を押すような事業でありまして、ご承知のようにこのご時世でございますの

で中々余裕のある方も町内にはいらっしゃらない、町外からもこちらに住んで頂ければ出来ると

言う受け皿、後押しできる事業と言うことで今回考えてございますので、２１年、２２年と認定

期間は２年でございますが新年度も続けて行きたいと考えてございます。 

 

○加藤委員 

 本当に、実際に取り組んで立ち上げて頂いた方には本当に感謝をすると言う形に尽きますが、

バック体制をきちっとして頂くと同時に今課長が言われました新しく興すのも大変だけれども町

内にある、特に商業の個人関係で努力している人も大変な状態に入って、また一つ店が無くなっ

てしまうと言う環境の中で、酒を飲むのは勝手だからいいでしょう、夜中に飯を食べるのもメタ

ボになるから要らないでしょうと、他人ごとでは済まされない環境に中に入ってきた部分もある

のかと。そう言う中では新しい産業を興す時にこの事業を利用して下さいと言う形になっていま

すが、色々な運営をしている方が更にもう一歩進んで、実は営業時間８時だけれどそれなら夜中

にラーメンを食べたい人がいるからその時間まで努力したいと、そのための事業の、再度地域の

ためを思って事業展開をプラスアルファをして行きたいと、例えば雇用を拡大して行くよ、その

ためには私一人では体がもたないからもう一人採用して行くよと言う、こう言う形の中で新たに

事業を興すんじゃないけど事業内容をプラスしますと、こう言う形で地域を守って行く部分の活

用方法。この部分にとらわれる事のないその辺の考え方、どのように認識しているのか。 

 

○産業課長 

 清里町のみならず他の市町村も空き店舗等々の問題、やめていかれる商業、飲食業の方々につ

いては頭を悩ませている状況かと思います。委員おっしゃるように何か活性化できる手立てがあ

ればと言うことで現課としても考えてございますので、商工会とも協議しながら良い方策があれ

ば前向きに検討させて頂きたいと思いますが、なかなか難しい問題だと認識してございます。 

 

○加藤委員 

 当然、非常に難しい問題であろうと思います。ただ、全く新しい事業だけではなくそう言うプ

ラスの、1 つ加えたものにも行っていく、こう言うことへのお助けや雇用の創設。単純にどうの

こうのと言うことではなく、今、課長が言われました前向きに検討すると言うこの言葉、検討す

ると言う言葉はしないと言う意味でありますが前向きが付きましたので期待をしたいと思いま

す。 

 

○産業課長 

 前向きに検討させて頂きます。 
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○勝又委員 

 加藤さんに関連してですが、今回の事業予算は２１年度からですが、お金を付けたから誰でも

取り組めるかと言うとそうでは無いんです。やはり、その下地盤と言うかきっかけを作る、やる

人がいて初めてこう言う事業が活きる訳で、お金を付けたからやってくれる人を待っていると言

う部分ではないと思うんです。そんな部分で、下支えは誰がどう言う風にして行くのかと言うの

が課題になるんじゃないかと思うんです。せっかく良い条件のものが出来ても宝の持ち腐れみた

いに誰も手を上げないのは実に悲しいと思うんで、その部分で自発的にやって行くと言うのが出

てくれば良いんですが、そうでなければそう言うものが興きてくる働きかけ、こう言うものが必

要じゃないかと思いますがその辺についてどのようにお考えですか。 

 

○産業課長 

 １年間やって実績は３件と言うことでございますが、もっと出てくるかと期待もあったんです

が２１年度は３件で終わってございます。交付金事業の要綱の中には、町内に住所を有するか将

来有することが確実なものと言うふうに町外への謳いかけもありますので、今後１年間ＰＲも、

春先に町外にも向けて発信して行きたいと考えてございますし、勿論町内の方にもやる気のある

方はいらっしゃいますので、何とか５件、６件、あるいは補正が出来るような形ができればと思

いますし、そう言うことで検討させて頂きたいと思います。 

 

○勝又委員 

 私が言ったのは下地盤と言うか、色んな形の色んな取り組みを考える人間がいて初めて活きる

事業ですよということを言っておりまして、そう言う部分での、発掘する部分はどう言う形で進

めるんですかと言うことを聞きたかったんです。 

 

○総務課長 

 関連した部分で総括的なお話しを申し上げますと、今、産業課長がお答えした次年度のそれぞ

れ支援事業につきましても１年とか２年前にスタートしたものではなくして、５年、６年、それ

ぞれ商工会や農業者の皆さんが勉強会や研究会、そう言った形を継続的に積み上げてきた部分、

さらには道の機関に支援を頂いた、そう言った一連の成果として２１年度の支援が具体的に出来

たと言うふうに認識してございます。全ての事業につきましてもそう言った下地となる、下支え

をする形が何年か継続的に行われてそう言った産業が生まれてくる訳でございますし、また他の

ネットワーク、新規にうちの町に来て事業を興すにしてもきちっとしたネットワークをお互いの

中に形成して行く、そう言ったことが当然必要になりますので、現在、既に商工会、観光協会、

さらには農協が連携しながらそれぞれ具体的な取り組みを現在まで進めてございますので、そう

言ったものに対する継続的支援をしながらしっかりとネットワークや底支えをする支援組織、ま

たそう言った面で行政は何をきちんと部分的に担っていくのか、そう言った組み合わせを地域一

体となってやって行く、それを今後とも継続して行って参りたい、かように考えておりますので

ご理解を頂きたいと存じます。 
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○勝又委員 

 今、説明を頂きましたけれど、是非とも、折角出来た良い取り組みだと思いますので継続的に

進めて頂きたいとそのように思います。 

 

○加藤委員 

 ２２年度予算に係る地域経済の振興と雇用対策に対する方針、こう言うことで臨時的または恒

久的な雇用機会の拡大を図ると、項目の中に臨時職員の弾力的な雇用を図りますとありますが、

具体的にどう言うようなことを考えられているのかお聞きしたいと思います。 

 

○総務課長 

 今回、お手元の資料で平成２２年度予算に係る地域経済振興・雇用対策に対する方針と言う形

を抱えながら、一つの柱としては地域における雇用の確保と言う考え方に立ってございます。そ

う言った中におきましては賃金の関係で約２千万強の予算を計上させて頂いてございますが、そ

の内臨時的な部分としては約５００万強を今年度についても当初計上させて頂いているところで

ございます。現行段階におきましては平成２０年度の補正から現時まで４回にわたる補正措置、

国の補正措置を利用しながら経済対策、景気対策、そう言ったものを地域の中で底支えをやって

来た訳でございますが、２２年度につきましても２１年度の２次補正の中において約１億強をさ

せて頂いてかなり細かな部分で地域経済を出させて頂いている、こう言った状況でございますが、

北海道、当町含めてまだまだ経済環境が非常に厳しい環境にありますので、特に２２年度におい

てもこれから春先、夏の事業、秋の事業についてはかなりの部分で町内で雇用対策を含めた部分

での受け皿と言うもの、民間を中心として考えてございますが、今後の経済動向によっては特に

今年の秋口からさらには冬にかけて２番底と言ったのも想定される、そう言った中においては全

体的な部分として町等における速やかな底支えをする、そう言った意味を込めて今回全体的な２

千万強の予算を計上させて頂いたとご理解頂きたいと存じます。併せて委託料の中におきまして

もシルバー以外の部分で約２００数十万の上載せをしながら、民間においても秋季、冬季におけ

る雇用の環境が悪化した場合については速やかに稼働できるような、そう言った対応を全体的な

予算の枠組みとして計上させて頂いた、このようにご理解頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 それは読んだらその通りなんです。私の聞いているのは臨時職員の弾力的な雇用と書いてあり

ますから、今現時点での、計画した時点でどのようなことを想定して上げられているんですか。 

 

○総務課長 

 当然、物的雇用以外に今申し上げた経済の２番底が来たり、そう言った中においてそう言う実

態が町内に発生した場合については当然そう言った速やかなある一定の臨時雇用、こう言ったこ

とも想定しながら予算を計上させて頂いている。当然、一昨年来、経済等の町内の商工会、観光

協会、それから労働団体等の中におきまして懇話会、議会の議長さんもお入り頂いてそう言った

全般的な町内における経済状況についてそれぞれ点検をしながら報告を頂いている、そう言った

環境もございますのでそう言った実態をしっかりと今後の動向の中で見極めた上でそう言った稼
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動的な臨時的な雇用、こう言ったものを想定しながら進めて参りたい、かように考えてございま

す。 

 

○加藤委員 

 具体的な内容は無いと言うことですか。 

 

○総務課長 

 具体的には、そう言った雇用の不安定さが生じた場合失業等が大きく町内に広がる懸念がある

場合については、事務または一般労務的な雇用対策を町として講じて行く、このようにご理解頂

きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 それは言葉では分かります。この２2 年度予算に関わる地域経済振興では課長の言われた通り

で良いです。だけど、雇用対策と言う言葉が入っている訳です。そしてその項目に町臨時職員の

弾力的な雇用と書いてある訳です。臨時で職員を採用すると言うことでしょ。ある期間。それは

今現時点でどのような項目で、どういう形を考えているのかとお尋ねしているんです。 

 

○総務課長 

表現通り弾力的でございますので、現時点においては４月当初からではなく臨時的なそう言っ

た経済情勢、町内においてそう言った状況が発生した場合について事務的な臨時雇用、さらには

現業的な臨時雇用、こう言ったものをしっかり連携しながら働かせながら雇用不安を解消して行

く、そう言った考え方を基本としてございます。 

 

○加藤委員 

 具体案が無くて、大変な時にきちんと処理をすると言うことですので、これ以上は言いません

が本当に今年の秋、暮れに多くの町民の中で就職に困っている、生活に困っていると言う事態が

起きないと言うふうに理解して良いと解釈して宜しいですか。 

 

○総務課長 

 起きないことを想定して我々も努力して行きたい。当然、先ほども申した通り全般的な国の４

次にわたる補正予算を利用しながら、かなりきめ細かな経済対策や民間における受け皿作り、こ

う言ったものを努力してきた結果と認識してございますし、今後においてもそのような方向性、

但しそれは国の経済状況でございますから、どう言った形が起きるかというのはほぼ予測不可能

の部分もございますので、そうなった場合について、しっかり地方自治体として地域の経済、雇

用を支えるのが責務だと考えてございますので、そのようにご理解頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 要鋼の、次のその下に書いておりますが、シルバー事業運用による雇用機会拡充、要するにシ

ルバーセンターですが、これも本当に一生懸命、私も色んな形の中で見ますが本当に努力されて
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る姿、出来れば本当に働きたい人、逆を言うとそう言う人たちの使い方、場所を提供する仕方、

方法の中ではこの臨時職員の使い方だって可能なんです。だから、ここに書いてあるんだったら

もう少しこのことを、本当にシルバーの人たち、今日も先ほど話題になっていましたが敬老会は

７０じゃなくて７５歳になって、清里が高齢化社会になって、定年を６０から６５で迎えた人に

はまだ現役でやってもらわないと色んな意味で大変だと、ところが仕事が無いと言う環境がある。

特にシルバーセンターの関係では充分に仕事を作ってやることによって黙ってても雇用と言う場

が開けてくるので本当にそう言うところを真剣に考えて頂きたいと、そして例えば、これは次の

部分だと思いますが経済問題ですので、例えば指定管理に任せている色んな部分、清里の業者に

任せている色んな部分、実際に現場で仕事をしている人はどうも町内の車でなかったり町外の人

だったりする場面もある、これは許されないことです。少なくとも本当に働くところに困ってい

る環境の中ではそう言うところも充分に、細心の注意を払って改善しみんなで雇用の場の維持に

努めて頂きたいと思います。 

 

○総務課長 

 委員からのご指摘ご意見があった通り、こう言った昨今の経済状況、雇用状況につきましては

地域全体でしっかりと支えて行くと言う、今ご意見があった観点が非常に必要と我々も認識して

ございます。またシルバー等につきましてもほぼ年間の請け負いの部分の約８割強が町から、ま

た町の関連になってございますし、当然、高齢者の方々も働きながら共に支え合って行く地域社

会、こう言ったことが非常に重要になると言う認識に立ってございますので、今伺ったご意見を

しっかりと頭に入れながら今後の事業の執行に当たって参りたい、かように考えておりますので

ご理解を賜りたいと思います。 

 

○委員長 

 他になければ次に移ります。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

ここで説明委員交代でございますので暫時休憩いたします。 

 （休 憩） 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を開始します。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、６０ページから６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２目障害者自立支援費、６１ページから６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 
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 無ければ次に移ります。３目福祉サービス事業費、６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。４目老人福祉費、６２ページから６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。５目地域包括支援センター費、６３ページから６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次にいきます。６目国民年金事務費、６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、６５ページ。 

 

○勝又委員 

 子ども手当についてお伺いします。政権交代で、子ども手当の創設と言うことで１人１万３千

円が支給される訳ですが、それに伴いまして今回保育料の免除等補助制度の見直しが図られると

言うことで、年次的にと言うことですが、どのような形で、具体的にお知らせ下さい。 

 

○保健福祉課長 

 子ども手当の支給と保育料免除の関係についてお答えいたします。保育料の免除につきまして

は、町が単独で保護者の負担の軽減を図るために第３子以降の３歳児以上の方の保育料の免除、

あるいは補助を行って参りました。この度、子ども手当が平成２２年度においては１万３千円、

２３年度以降におきましては２万６千円の支給が予定されております。従いまして町が単独で子

育て支援を行って参りましたが、この度、国において子ども手当を支給することにより子育て支

援を行って参ると言うことでございますので、平成２２年度においては子ども手当は半額支給と

言うことでございますので第３子以降の保育料免除等についても半額免除、２３年度以降は子ど

も手当が満額に２万６千円支給された場合については保育料免除等については廃止して参りたい

と、このように考えております。 

 

○勝又委員 

 うちの町の取り組みはこう言うことで、何か指導的なものがあってそう言う形にして行くのか

どうか、その点についてお伺いします。 

 

○保健福祉課長 
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 子育て支援の保育料免除、今まで行っていましたが、これについては清里町単独事業でござい

ます。ですからこの件について国や道等の指導はございません。ただ、他の都府県でも子ども手

当が支給されることに伴いまして、例えば市町村で単独に行っている事業の見直しをかけている

ところはございます。そう言うことでご理解頂きたいと思います。 

 

○勝又委員 

 全てに見直しをかけていると言うことではないんですね。 

 

○保健福祉課長 

 今回子ども手当支給に対する見直しについては、この第３子以降の保育料の免除と補助制度だ

けでございます。 

 

○勝又委員 

 認識不足ですが、第３子以降の、２３年度から２万６千円の支給があって完全に廃止をして行

くと言う部分では、それに見合った形の金額であると捉えて宜しいんでしょうか。 

 

○保健福祉課長 

 ２３年度以降の子ども手当で、お子さんが３人いる場合は年額が９３万６千円ほどになります。

従いまして、この中から保育料を負担して頂くことになろうかと思います。このようにご理解頂

きたいと思います。 

 

○委員長 

 他に無ければ次に移ります。２目保育所費、６５ページから６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次、３目子育て支援センター費、６６ページから６７ページ。 

 

○加藤委員 

 子育て支援を一生懸命やられて、町長の大きな柱でもありますし、こう言う中で親子の教室と

かを保育所の中にある支援センターでやられていると言う風に認識しておりますが、未満児保育

と言いますか、託児の紹介をされている訳ですが、実態的にはどう言う形なのかお知らせ下さい。 

 

○保健福祉課長 

 子育て支援センターが行っている託児の紹介でございますけれど、まず、子育て支援センター

に子どもを長期間預かって良い方、あるいは短期間預かって良い方、それから子どもを育ててい

るお母さん達で短期間預けたい方、長期間預けたい方、そう言う意向を基にしまして子育て支援

センターが中に入って紹介を行っているところでございます。預かる保育料等につきましては、

双方で決めているところでございます。 
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○加藤委員 

 実績は、何人のお子さんですか。 

 

○保健福祉課長 

 長期的に預かる世帯については年に３、４件。それから短期的に、例えばちょっと病院に行く

から子どもを預かって下さいとか、そう言う方については年に２０件程度あるかと思います。た

だ、清里町については預ける方、預かる方等が少ないので年によってかなり変動はいたします。

そう言うことでご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 これは子育て支援だけじゃなく幼児教育も、小学校就学前の０歳から５歳までの教育と保育。

こう言うものが総体的に少なくなっている環境の中で、今後どう言うふうにして行くのかと言う

大きな問題、特に清里には私立の幼稚園と公的な保育所が、町の大きな悩みがありますけれど現

状としてそこにいる子どもの数は限られている。しかも未満児の保育、そう言うものを総合的に

踏まえた時に今後どう言うふうにして行こうという現時点での考え方。例えば未満児保育と言う

ことを真剣に考えなければならない時代に入って行くのか、あるいは今清里が行っている体制の

ままで良いのか、幼稚園と保育所の問題についてもどう言うふうな認識のもとに、政権が変わっ

て色んなことが出ていますが、はるか５、６年前に私も一般質問をした事もありましたが、その

時と状態や内容が変わって来ていると言うこともありますので、総合的に捉えて、現時点でのお

考えをお伺いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 将来的な未満児保育の関係でございますけれど、清里の出生者が年間３０名弱。清里は比較的

に農村世帯で家族構成数が多い訳ですが、一方では子育てに大変な世帯もございます。保育所等

で保育士を配置して１歳児、２歳児を仮に受けるとしても継続的な入所が見込めない。非常に難

しい問題を抱えているのが実態でございます。それで、未満児の子育てについては当面の間は先

ほど説明した子育て支援センターが中心になって見てくれる方、見る方で対応をして参りたいと

思います。将来的な幼稚園、保育所の関係でございますが、国においては幼保一元化を積極的に

進めております。全国的に保育所では定員オーバー、幼稚園については３歳以上でないと入園で

きない関係もありますので、これからは定員不足になるのではないかと言う状況の中で国におい

ては幼保一元化。本町においては学校法人の幼稚園もありますので、動向を充分注意しながら進

めて参りたいと考えております。そう言うことでご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 現時点ではそう言うことでしかないと思う訳ですが、民間の学校法人の幼稚園、正式でなくて

も色んな協議がなされ充分に理解していると感じる訳でありまして、私が一般質問をしてから相

当経っていますが、状態と内容はさらに進んだ状態に入っているのかと。そんな風に思いますの

で、この問題に関しては積極的に色んな場面での論議と方策を、本当に子どものためにと言うこ
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とで進めて頂きたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 この件につきましては、幼稚園の問題、保育所の問題、それから未満児保育の問題、充分に検

討して参りたいと考えております。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ説明員交代となりますが、民生費で質問漏れがございましたら受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで、昼食のため１時まで休憩したいと思います。 

休憩 午前１１時５２分 

                                再開 午後 １時００分 

○委員長 

 休憩を解いて審査を開始いたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、６７ページから６８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２目予防費、６８ページから６９ページ。 

 

○勝又委員 

 予防費の脳ドックの検診委託料２００万円ですが、何人くらい想定しているんですか。 

 

○保健福祉課長 

 １００名を予定しております。 

 

○委員長 

 他に無ければ次に移ります。３目各種医療対策費、６９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。４目環境衛生費、６９ページから７０ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 次に５目保健福祉総合センター費、７０ページから７１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２項清掃費、１目清掃事業費。７１ページから７２ページ。 

 

○加藤委員 

 清掃センターの長寿命化計画策定事業で４５０万円計上されている訳ですが、基本的な考え方

は。 

 

○町民課長 

 清掃センターも出来てから年数が経過しておりまして、相当、それぞれの機械設備が耐用年数

と言いますか老朽化してきておりまして、昨年あたりも景気浮揚の補助金を使いながら整備をし

た訳ですが、今後に向けて計画を立てて年次的に整備をして参りたいと。あわよくば整備の関係

で交付金が頂ければと思っておりまして、出来ればこの計画を立てて、もしうまく行くのであれ

ば交付金についても貰える努力をしたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 課長も言われた通り部分的に去年も直している。そう言う形の中でこれから長いこと使って行

くことが出来るのか、そうで無いかという部分。将来に向かって大きな計画を持って主たる機械

設備の入れ替え等も含めてなのか、そうでは無くて今の状態のままで能力を何とかしようとする

のか。その辺について。 

 

○町民課長 

 新年度から最終処分場、新しい第 2 期の使用が始まります。それが１７年間と言うことで、で

すから最低でもその処分場が稼働する間は今のような減量化をしながら、焼却できるものは焼却

しながら埋め立てごみを減らして行きたいと考えておりますので、最低でも最終処分場が、今の

第 2 期を使用する間は保つような形で既存の焼却施設設備の機能点検等をして延命化を図って参

りたいと、このように考えております。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ説明員交代となりますが、衛生費で質問漏れがございましたら受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無ければここで説明員交代のため暫時休憩します。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を開始します。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、７２ページから７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に行きます。２目農業振興費、７３ページから７４ページ。 

 

○勝又委員 

 １５節温室ハウス解体工事請負費ですが、子ども農園整備の関係で邪魔になるから撤去する形

の解体工事なのかお伺いします。 

 

○産業課長 

 ガラス製の温室の方でございまして、平成２２年度より子ども農園で使用しないと言うことが

決まりまして、ご存じの通り老朽化が激しくて傷みが激しいと言うことから撤去の予算を計上さ

せて頂きました。 

 

○勝又委員 

 下が砂利敷きのハウスの方ではないんですね。 

 

○産業課長 

 温室は新しい大きなものと、ガラス製の小さな古い温室がございます。今回撤去するのは古い

方のハウスでございます。 

 

○中西委員 

 関連ですが、この跡地利用は決まっているんですか。古いからどこかに移転して作る訳ではな

いんですね。完全に壊してなくす。その跡地利用は考えていないんですか。 

 

○産業課長 

 跡地の利用については特に考えてございません。整地してそのまま管理すると言うことになり

ます。 

 

○中西委員 

 あれは、本来は普及所が主体で使っていたんですか。土地はどっちの所有ですか。 
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○産業課長 

 敷地につきましては町の土地でございまして、聞くところによりますと昔、普及所で事業とし

て温室を利用しながら栽培等々の試験をして、今はそう言う事業がございませんので子ども農園

等で利用されていた経過がございます。今回、先ほど申しましたように整理されますので解体す

と言うことでご理解頂きたいと思います。 

 

○中西委員 

 子ども農園が広くなるのか、それとも更地にして駐車場くらいにしかならないんですか。 

 

○産業課長 

 温室のところは駐車場にするにしても中に入っておりますので、ただ整地して、今のところは

未だ何にするのか未定でございます。 

 

○澤田委員 

 何回も質問していますが隣にある温室ハウスの利用、子ども農園での活用は目途がたったのか

どうかお聞かせ願います。 

 

○産業課長 

 新しい方の温室ハウスにつきましてはご案内の通り構造自体が土間方式ではなく、棚による水

耕栽培を目指していた施設でございまして、先ほど説明しました温室いわゆる土間を利用しての

子ども農園では利用できないと言うこともございまして、今苦慮しているところでございますが、

より多くの人達に利用して貰うためにＰＲ等々を今後、公募に向けてＰＲを実施して行きたいと

考えてございます。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ３目畜産業費、７４ページから７５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に行きます、４目農業開発事業費、７５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次、５目道営整備事業費、７５ページから７６ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無ければ次に移ります。６目農山漁村活性化対策費、７６ページ。 

 

○田中委員 

 今回、農林水産直売所・食材提供供給施設、またはパパスランドの改修実施設計業務委託、そ

れぞれ１千７００万円となっておりますが、事業費の何％とか、そう言う積算なのかどうかお伺

いします。 

 

○産業課長 

 農林水産直売所・食材提供供給施設とパパスランド改修の実施設計業務委託でございますが、

まだ規模等々は決まってございませんが、おおよその工事費を算定いたしましてそれを基に道単

価の積み上げで計算してございまして１千７００万の設計費用を計上してございます。常任委員

会でご説明いたしました通り今後どのような規模になるのか、それからどのような配置になるの

か等々を役場内部でも詰めまして、１千７００万円を計上してございますがその中で基礎的な配

置、あるいは規模等々を決めまして、勿論、所管委員会とご協議させて頂いて、それを基に設計

業務委託料の精査をいたしまして発注すると言うことになろうかと思います。 

 

○田中委員 

 細かなことは未だ決まってない、これから精査してと言うことでありますが、この実施設計が

１千７００万づつ出ていると言うことは大まかな規模、大体は想定されて出ているんだろうと思

う訳です。前回の緑清荘の関係も予算審査（平成２１年度）の中ではまだ決まっていない、これ

から実施設計に入る段階なのでまだ細かなところは決まっていないと言う中で進んできて、最終

的に実施設計が出来上がって来たときに変更はききませんと。そう言う経過があったので、出来

るならばこの実施設計をする前に私たちもある程度の規模とか、考え方を理解しておきたいので

伺っております。 

 

○産業課長 

 今回のこの農林水産直売所・食材提供供給施設とパパスランド、あるいは札弦センターも含め

ましてと思いますが、実施設計に入るともう直しはききませんと言うことでは無く、勿論、細か

な例えばドアがここにあってはいけないとかそう言うのは別にしまして、町としてこう言う用途

のものをこう言う風に建てたいんだと言うことを必ず所管委員会等々にお見せして、協議をして、

それから実施設計に入ると言う風に段取りをしたいと思いますのでご理解頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 田中委員の質問と同じですが、基本的に当初の予算で、ここに農林水産直売所・食材提供供給

施設とある訳ですが、この中身について今提示して下さい。基本的に上げてあると言うことは、

この目的に沿ってこう言う、こう言う内容がある訳ですから詳しく全員に提示して下さい。 

 

○総務課長 
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 加藤委員のご質問にご答弁申し上げます。全体的な事業計画についてはご存じの通り昨年全体

の活性化計画と言う形の中で常任委員会にお示しして、事業を農水省に提出し採択し進められて

いる、そう言った形になってございます。全体でご存じの通り２１年度補正等で処理して頂いた

分での緑清荘の増改築、さらには旧福祉センター跡地の交流施設、そして今般、基本設計を含ん

だ実施設計を提案させて頂いている札弦の道の駅の関係、さらには札弦センターの関係、そして

現在事業が進んでおります麦乾の関係、あと道路、この全体計画を提示させて頂いたところでご

ざいます。その中におきまして具体的に今般実施設計、基本設計を含んだ実施設計を提案させて

頂いた分については、道の駅等につきましては都市・農山漁村総合交流施設の関係の中におきま

して農産物直売、特産品加工販売、多目的交流施設、そう言った位置付けが６月にお示しした、

活性化計画の中でお示ししたところでございます。全体的な事業規模としましては計画段階でご

ざいますけれど、総合交流施設と言う形の中で建物としては交付金事業で約８００平方メートル

を見込み、さらに併せて駐車場等の改修について約５００平方メートルを予定しているところで

ございます。活性化計画の目標及び具体的な関連する内容でございますが、新たな農産物直売、

特産物加工販売、多目的交流施設の整備を行い、道の駅としての既存機能と併せた複合的な、集

客機能を高め交流人口の拡大を図る、こう言った内容で提示させて頂いておりまして、活性化計

画段階におきましては総体的に、計画段階ではおおよそそ３億２千万と言う、昨年６月の計画段

階での事業費も提示をさせて頂いていると認識してございます。また併せまして札弦センターの

跡地と言う形で利用を検討させて頂いている施設につきましては、今般、旧福祉センター跡地と

同じような形の中の地域資源活用の交流施設の札弦地区の施設、そう言った位置付けになってご

ざいまして、地域基幹交流促進施設新築事業、こう言った計画で位置付けがされているところで

ございます。全体的な規模ですが、これも同じく昨年の６月にお示しした事業計画の中におきま

しては交流施設の新設と言う形で大体約７００平方メートル程度の規模のものを地域間施設とし

て整備して行きたい、そう言った内容になってございまして、計画時における全体予算の概算と

しては約２億８千万円程度、こう言った提示になってございます。具体的な事業の内容としまし

ては、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・農山漁村の総合交流施設と連動

して地域内住民の活動や異業種連携活動等を促進し地域イメージブランドを確立して交流人口、

また地域振興を推進して行く。そう言った内容でございますので委員ご質問にあった分について、

当然、先の常任委員会でもご説明した通り具体的な方向性や内容については４月から６月にかけ

て  具体的な内容の草案を充分協議をさせて頂いた上において実施設計に着手して行く、そう

言った段どりをさせて頂きたい、かように考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

基本的に今の時点では何も無いと言いながら、その説明があった委員会の中でも今後充分に検

討した中、実施計画に向けて委員会や皆さんのお話しを良く聞きますと、こう言う話しで進んで

きたんです。それで今ここへ来て、予算ですよ、ここで予算で上げると言うことは認めたと言う

ことです、この内容について。しかも先ほど課長の話しの中では、物事を進める中において実施

設計の予算額が決まっていると言うことは、少なくとも普通の計画は８％から１２％くらいの実

施設計費が掛かると思うんです。その内容について具体的に示して下さい。その話しは一番先の

話しでそう言う形で取り組みたいと言う話しです。今は予算ですよ。もし、これから４月から委
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員会の中で充分その論議をして行くと言うことであれば、その論議をした上で初めて規模はどう

するんだとか、施設はどう言うふうにして行くべきなのか、そこで論議が始まる訳でしょ。その

時点で、規模と形が分かったらそこで予算、相当の予算額なりそれに関わる実施設計の計画費と

言うものが決まってくる訳でしょ。今、ここの予算書に上がっているから今の時点での内容を示

して下さいと言っているんです。課長達の今の答弁であるならば、私は今回の当初予算に上げる

べきでないと。委員会の充分な論議を踏まえた上で補正で上げるべきだと。私はその内容につい

て今現時点で考えられる全ての資料を提出すべき、あるいは概略の図面を示すべき、私はそう思

います。４月に示せるものが今示せないと言うことにはならないと思います。 

 

○総務課長 

 まず前段の部分の関係について、今回お示ししているそれぞれの基本設計を含んだ実施設計に

ついては、算定根拠につきましては先ほど答弁申し上げました計画段階における全体事業費、こ

れをべースにそれぞれ叩き出しをして提案させて頂いている、こう言った内容でございます。ま

た全体計画につきましては昨年来、５月、６月、９月等々常任委員会の中においても内容的な、

具体的な計画についてお示ししておりますし、今申し上げた内容についてもご理解頂いている前

提で事業を進めてきている、こう言った形になってございます。また、国の２次補正について麦

乾等の事業が２ヵ年にわたる部分で今年度の予算に追加されたと言う段階において全体計画の変

更についても当然、最初の６月の全体の活性化計画の中におきましては両施設とも２２年度の事

業計画と言うことでございましたが、その事業についても今年度２１年度の事業が２２年度にほ

ぼ繰越しをされると言う状況の中において、麦乾については１年前倒しと言うことで予算を確保

しながら実施すると言う形の中で、２３年度に実施に向けて２２年度について実施設計、２３年

度において事業を施行する、こう言った内容等についても資料を提示して協議を申し上げた、そ

う言った経過をご理解頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 今、総務課長が答弁されている事は基本的にこれに取り組む姿勢の話しでしょ。そのことは私

たちも受けてますよ。今回それに当たって予算付けの中できちんと出てきてる訳でしょ。４月、

５月、６月の委員会で示すと言うのであれば何故今示せないのか。予算審議なんですから。この

農林水産直売所・食材提供供給施設とパパスと、それぞれ１千７００万円づつ別個に組んでいる。

補助事業や色んな部分だと思いますが、けれども施設の重点項目では２つの大きな能力、機能を

持たせると言うことでしょう。そしたら、この直売所や食材提供供給施設の中身がどう言う形で

やるのか、誰が運営するのか、どういうシステムなのか、全く無しで予算を通せと言うことなん

ですか。実施設計の時に、今の課長の答弁だとあの時に説明してありますと、今後充分に意見を

聞いて行きます、常にこう言う言葉で進んできている訳です。緑清荘の問題の時も答弁は何と言

ったか、今後充分に協議して行きます、内容を協議して行きます。１番最初ですよ、その時に規

模や何かをやった時の収支については７００万程度の黒字になりますと、それがいつの間にか規

模を小さくしました、計算をし直してみたら稼働率は同じですが１００万位の黒字です。そして

実際にスタートを切ってしまったんです。私も賛成しました。それは裏を返したら、ここまで来

たら修正できませんと、そんなことは無いんですがそう言う形なんです。私はすることに反対し
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ている訳でないです。一方的な了解の基に。総務課長は常日頃から地域からの要望書ですと言い

ますが地域地域の要望書を全部クリアーできるのか。本当にこれからの清里の５年先、１０年先

を考えた時に全体の地域の中でどうやって行くんだと。そのために札弦地区に必要なもの、これ

をどうして行くべきなのかと。パパスは経費が掛かる、温泉がぬるい、どうにもならない、温泉

を掘り直す、私大賛成ですよ。確かにこの直売所や食材供給施設、これは非常に難しいけれど、

何をやろうとしているのか。その中身すら、議員一人ひとりが本当に知っているのかどうか。こ

れから論議して行く話しじゃないでしょ。予算として上げてるんですよ。大きな大変な柱ですよ。

私はこれが提示されなければ（資料等）この論議はすべきじゃないと思います。 

 

○総務課長 

 前段の繰り返しになりますが、全体計画として今回の事業が認可されて約２０億程度の事業と

して示させて頂いている。そう言った中で全体的な方向性については私どもは説明してきたと認

識してございます。ただ、今の加藤委員からご指摘があったように、具体的にどう言った、個別

的な、直売所がどう言ったもので加工室がどう言ったもので、どう言った広さを持って、当然そ

う言った内容については未だ提示していない訳でございまして、先ほどご答弁申し上げた通り基

本的な方向性も含めて、基本計画を含めた実施設計に向けて今年度当初予算で計上させて頂いた。

当然その過程においては最初から４月１日に基本設計を含んだ実施設計を発注する訳ではなく、

今般については２１年度と違ってございまして補正予算ではございませんから、発注になるまで

の間において充分、そう言ったご意見等を拝借しながら、さらに既に地域からはこう言った方向

の地域活性化について支援を頂きたいと言う形については町当局並びに議会に要請が出ている訳

でございまして、そう言ったものを踏まえた上において当然それが全部加藤委員ご指摘の通り全

て反映すると言うことではなく、札弦の地域の全体的な活性化、町全体の活性化においてどう言

った位置を占めながら、そして当然財政的な負担の関係、財源の関係、運用の関係、そう言った

もの、細かなものについては当然充分に協議をさせて頂いた中において具体的な実施設計、そう

言ったものに入らせて頂く、そのようにご理解賜りたく思ってございます。 

 

○加藤委員 

 だから、それは話しで分かります。数字で上げてる訳でしょ。どうやって１千７００万円を上

げたんですか。計算したんですか。現時点で、これを計算した資料を提示しなさいと言っている

んです。 

 

○総務課長 

 計算の資料につきましては、先ほど申し上げた通り６月に議会にお示しした全体的な活性化計

画の中において、それぞれ３億２千万、２億８千万の概算の中でそれをベースとして概算的な実

施設計等に伴う予算を算出した、このようにご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 だから、それはトータルとして予算を組んだけれど今年度実際に計画してやって行きますよと、

実施設計のための予算を組んだ訳でしょ。予算を組んだと言うことは、ここに数字を上げたと言
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うことは今現時点での大まかな計画と言うのがある訳でしょ。国の２次補正があるからと言って

札弦はこれくらいだ、緑清荘はこれくらいだ、こっちはこれくらいだ、ぽんぽんと、申請した以

上は使わなくちゃいけないので１千７００、１千７００と計上したんですか。 

 

○総務課長 

 けしてそう言う形じゃなくして、計画段階においても現況の施設の規模とか今後想定しうるも

のを推計しながら、当然途中で２１年度におきましても議会と協議しながら緑清荘の部屋数です

とか大きさについても調整させて頂きましたし、そう言った中において提示をして行く。当然今

回についても２２年度事業についても、概算額としては先ほどの繰り返しになりますが活性化計

画段階における農水省に提出した、そう言った数字をベースにして概算額で今回基本設計を含ん

だ実施設計を提案させて頂いている。そのような含みでご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 色んな問題が出てくると思うんですが、委員会に提示したことが即決定されたと言う認識に立

ってもらったら私は困ると思うんです。今の時点で上げてて、そう言う計画が進もうとしている

ので予算額を上げたんでしょ。今の時点で計画があるんでしょ。だから上げた訳でしょ。１千７

００万の設計図面を引くと言うことは膨大な事業ですよ。ここに上げると言うことは大まかな、

ここにこう言う項目でこう言う事にしようとするものがあるはずです。ましてや、この直売所と

いう言葉は聞いていましたが、食材提供供給施設はどう言う、今、パンを作っていたり豆腐を作

っていたり、そう言う加工施設を意味してるのかどうか良く分かりませんが、実際問題どういう

施設がどのように必要なのか、その論議すらしてないでしょ。札弦地域にどう言うものが良いの

か、どう言うものが必要なのか。札弦の要望がありました、国の補正がつきました、さぁやりま

す。その後の維持経費が掛からないのであれば良いですよ。私は今、現段階における地域資源活

用交流促進施設、パパス、農林水産直売、札弦支所の関係の予算、今現時点での大まかな項目、

図面、執行部が今考えている内容と言うものを委員会に提出して下さい。私は委員長に要望しま

す。 

 

○委員長 

 ここで暫時休憩といたします。 

（休 憩） 

※休憩中に資料配布 

 

○委員長 

 引き続き審査を再開いたします。 

 

○総務課長 

 まず札弦の関係の施設の関係でございますけれど、先ほどもご答弁申し上げましたが、６月１

６日に常任委員会に示してご理解頂いた中で、全体的な清里の活性化計画と言った形の中で、先

ほどご答弁した内容で事業計画を作成し、その後農水省に申請しこの計画全体が承認を頂いた中
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において２１年度から２４年度の事業という形で現在まで取り進めさせて頂いているところでご

ざいます。なお、この事業の進捗状況に当たりまして更に１２月１０日、お手元に資料があると

思いますが全体的な国の方の予算執行の関係から２１年度事業が２２年度に繰り越される、さら

に麦乾の関係が２１年度追加的な予算配分がございまして２１年度で完了できる、そう言った中

において当初６月にお示しした計画の中におきましては、札弦地区の２地区につきましても２２

年度を予定してございましたが全体的な事業計画の修正を行なわさせて頂いて、２１年度につい

てはＪＡ事業主体の麦乾施設、旧福祉センター跡地の交流促進施設、さらには緑清荘の増改築、

２２年度におきましては札弦地区の２施設の実施設計、２３年度以降にそれぞれ札弦地区の  

事業計画または道路の関係を行っていく、こう言った資料を示しながら現在まで進んで来ている

ところでございます。今般、新たな新年度予算を計上するに当たりまして当然今回の事業につい

てはこう言った一連の国の交付金を以て行う事業でございますから、当然２２年度に行っていく

実施設計については予算総計主義の観点から町単独事業とは違いまして当初予算で計上する、こ

れが基本原則になってございますので今回もそう言った一連の交付金、補助事業の性格上当初予

算で計上させて頂いた、こう言った経過でございます。２点目でございますけれど、議会等々と

の事業内容の協議でございますけれど、先般の常任委員会でもお話し申し上げた通り全体的な、

具体的な方向性について充分、４月、５月、６月集中的な協議を行なわさせて頂いて、その協議

が完了したことを以て具体的な基本設計を含めた実施設計の発注に入る、そう言ったルールの中

で本事業については取り進めて行きたい、かように考えておりますのでご理解を賜りたいと存じ

ます。以上答弁といたします。 

 

○加藤委員 

 そのことは理解していますと、何回も言ってるでしょ。そう言うことに基づいて予算を上げて

来ている訳でしょ。国に申請するのに２億使います、３億使います、これで予算下さいと言って

いる訳ではないでしょ。ましてや実施設計をするのに当たりこの２項目の１千７００万と１千７

００万と言う計画をしてる訳でしょ。課長の答弁では４月、５月、６月充分に論議しますと、３

ヵ月では論議できませんよ。これは今までの経過を説明しただけでしょう。経過を。今は２２年

度予算について質問しているんですよ。その事は充分に知っていますよ。 

 

○藤田委員 

 先ほどから加藤さんが色々な質問をされておりますが、私もちょっと感じる点がありましてご

指摘をさせて頂きたいと思います。まず総務課長、緑清荘、福祉センター跡地施設、町負担９５

％で出来るんだと、このような良い話しで昨年から提案されてやって来たんですけれども、ただ

札弦の２点、やるに当たって設計が５千２００万くらい（委託料総額）掛かりますがこれも総務

課長が昨年の 6 月に案を出しましたと言っておりますが、私も記憶があったり無かったりですが、

当局の答弁はいつも何月に提案してありますと必ず言うはずです。この辺が問題ですね、理解で

きない。これから進むに当たって緑清荘や福祉センター跡地みたいにあの時提案しました、この

時に提案しましたと言われてここまで来たんですが、認めては来たんですがこの問題だけはそう

言う訳には行かないと。こう言う話しで先ほどから皆でやっているんですが。さっつるパパスラ

ンドの改築、会館の問題について内容を、それから施設の使い方、ゲートボール場の今後の使い
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方、色んなことがあると思うんですね。その辺のことについてきちっともう 1 回、町がコンサル

タントにかけたくらいのを作って頂いて、出来るものであれば予算委員会の期間中にある程度の

提案をして頂けないものかと、このように考えるんですけれど。今日は散会にして、考えて頂い

て明日提案して頂くようにお願いしたいと思うんですが。大体、皆さんの意見がそういう意見な

んですが、意味だけは理解しますが、今期、特にそう言う話しが出ているのが多いのでどんなも

んかと、そう言うことです。 

 

○副町長 

 先ほど来からご審議を頂いております農山漁村活性化プロジェクト事業の、札弦地域における

実施設計等のあり方の関係でございますが、総務課長が今までの審議の経過等を通じながらそれ

ぞれの内容等についてご説明を申し上げているところでありまして、全体の流れとしてはご理解

を頂いていると言う風に理解をしているところでありますが、たまたま今回の当初予算計上に当

たりまして、そうした中での総計予算主義に基づく全体計画の中での予算配置と言うことでのご

理解をまず頂き、そう言う中からスタートさせて頂きたいと言う風に思っております。また具体

的な部分については、ご指摘の通りこれから詰めて行かなければならない所も沢山ありますし、

且つ、今までの審議の中からもはっきりしない説明不足の所もあったと思いますので、その辺の

部分も含めて今後充分に詰めながら行きたいと。当然、今年度は実施設計のみの事業でございま

して２３年度に向けた事業の内容を詰める年と言うことでありますから、先ほども申し上げまし

た中で当初予算を計上させて頂き、その中でじっくりと議論をさせて頂くと言うことでのご理解

を頂ければと言う風に思っているところであります。また具体的な部分で、色んな内部の部会に

よるそれぞれの検討会も持っておりますので、そこら辺で充分に詰めながらある程度の方向性が

出てきた段階で、そう言う内容について委員会の方とも議会とも充分に議論を頂きながら進めさ

せて頂きますので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

○細矢委員  

 今の副町長の答弁は理解できるし、今まで言われてきたことですよね。それで私、素人で申し

訳ないんですが、この実施設計と言う、しかも５千万円余りも掛かると言うことは大変なお金な

んですが、私ども自分で例えば自宅を建てる色んな場合にはやはりその建物の構想、トイレはど

こに付けますとか、浴室はどう言うふうにしますとか。そう言うことがやっぱり論議されないま

までいる訳ですね。それで結局皆さんが思っていること、簡単に言えばとにかく緑清荘の問題に

しろ福祉センターの問題にしろ、色々後で勝手口の入口がどうなるんだとか色んな論議も出てい

ますが、そう言うことが設計が出来上がった後で色々言っても出来るとか出来ないとかの論議に

なってしまう。それでは困るよと、従って素人考えですが、こんなことはどうなんでしょうね。

一応設計費用それぞれが１千７００万掛かる、委託料全体で５千２００万位の事業費になる。そ

の中で要するに規模なり内容なり、そう言うものが出来て初めてこれに基づいて設計をして下さ

いと、要するに我々素人ですが、役場の職員はこれ位の建物だったらコンクリートの厚さはどれ

位とか、あるいは柱の太さはどれ位にしなければならない、鉄筋はどれ位のを使わなきゃならな

い、これ位は分かっている職員はおりますけれど、そこまで我々は知ろうとしなくても良いんで

すよ。実施設計をする前に少なくとも町民の皆さんが使いやすい物を作ると言うことが基本にあ
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って、そして地域の方々なり我々議員の意見なりを聞いた上で構想を作って、そして何千万掛か

かろうと仕方ありませんけれど設計業者に委託すると。今、そう言うのが分からない中で業務委

託料と言う形で予算が出ているんですよね。ですから、少なくとも農林水産直売所とか色んな、

１千７００万と１千７００万の問題、それに皆さん心配しているパパスの問題もありますよね、

改修に当たっては温泉の温度が低いからボーリングしなきゃならないだろうとか、色んなことが、

皆さんそれぞれ頭に持って心配している訳です。折角増改築の改修をするんですから、少なくと

もやっぱり皆が喜んで使えると言う施設を作って欲しいと言うのが我々の願いなんです。ですか

ら、この５千何百万について私は認めないとか反対だとか言うことではありませんけれど、少な

くとも今言った構想、どう言った内容の、図面なりがあれば、それ位のものは出来ているんじゃ

ないですか、出来ていないんですか。あれば、それ位のものだけでも示してもらえると非常に我

々審議し易いし進みやすいと思うんですが、如何でしょうね副町長。 

 

○副町長 

 ただ今のご質問でありますけれど、確かにあの施設については温泉の温度の問題とかプレイグ

ランドの問題とか、色んな課題を抱えた中でのスタートになろうかと思っております。そうした

部分が沢山ある施設でありますから、充分に基本概要の段階で内容をご審議頂きながら最終合意

に達した部分での発注をして行きたいと言うようなことで考えておりますので、その辺をご理解

頂ければひとつ宜しくお願いをしたいと言う風に考えているところであります。基本的には先ほ

ど来申し上げていますように、全体計画の年次計画に基づく予算の計上と言うことで、これは当

初予算での計上に、総計主義の中でやって行くと言うことでありますが、実施設計の発注に当た

りましては加藤委員さんから、また細矢委員さんからもご指摘を頂いた中で充分に議論をした中

でゴーサインが出て発注をして行くと言う考え方でおりますので、その辺についても宜しくお願

いしたいと思います。 

 

○細矢委員 

 その事はもうさっきから聞いていますから分かるんですけれども、やはりこう言った５千万余

りの予算を出す以上は、私なりに考えると基本的にこう言うものがあって掛かるから予算化しま

したよと言う、そう言う説明が必要だと思うんです。それともう一つは、余りくどいことを言い

たくありませんがその建物の規模、内容によって設計費用が幾ら掛かるか、内容によってこれで

設計してもらおうとか、あるいは総体的な建物、建築はこれから幾ら掛かるか分かりませんけれ

ど、仮に５億なら５億位の施設を仮に作るとすると設計費用と言うのはその建築費用の何％とか、

色んな角度から算出の基礎はあるんじゃないかと思うんですね。ですから、基本的にはこれ以上

言いたくありませんがやはりその内容、規模、基本的には大事だと思うんです。間違っているで

しょうか。 

 

○副町長 

 けして間違いではございません。その通りでありまして、私どもも実施設計費と基本設計費等

発注の基礎ベースとなるのは概ねの全体事業費、それから平米数等を加味しながら、実際に発注

するとなれば前後がどうしても色んな細かなのが入ってきますので、安全弁を付加してきちっと
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そう言う中で予算を計上していくと言うことです。先ほど来、総務課長も言っておりますように

交流施設は約８００平方メートル程度、センターの方は約７００平方メートル程度の平米数を加

味しながら１千７００万と言う形の中で計上をさせて頂いた。これはコンクリートじゃありませ

んので、当然中身を詰めて行きますと上がる場合もあるし下がる場合もあると、安全弁を見てい

るから多分今回の場合は上がって行くと言うことは想定いたしておりませんが、下がると言うこ

とは充分に有りうるかと思いますけれど、いずれにしても基本構想はもう少し詰めて行った中で

ないと最終的なものは出ませんけれども、全体計画の中での当初予算の計上と言うことでのご理

解を頂ければと言う風に思っております。 

 

○田中委員 

 それぞれの委員さんの方から、色んな考えがある訳ですけど、どうも私も含めてですけどこの

点については理解が不充分だと、そう言うことで先ほど藤田委員が言われたようにもう少し具体

的な中身、どう言う方向、大まかな感じで良いですから私たちに示して頂いて理解をすると。そ

う言うことで時間をとってこの先は散会と言うことで、先ほど藤田委員が言われたことでどうで

しょうか。 

 

○委員長 

 ただ今散会の意見が出ましたが、他の委員の皆さんはどうでしょうか。 

 

○加藤委員 

 初めに発言してこんなことになるとは思わなかったんですが、出来れば明日の朝まで休憩を取

った方が良いと思います。これは産業課の予算説明でありまして、これが担当課長でなくて総務

課長から説明がある。内部的な問題、充分にこの問題について論議がなされているのかどうなの

か。話しの内容は充分に分かります。言われていることも私は理解できます。だけど予算ですよ。 

予算。そのことを充分に踏まえて明日には明快な説明をして頂きたいと思います。よって賛成い

たします。 

 

○委員長 

 他の委員の方、宜しいでしょうか。 

 

○中西委員 

 例えばものを作る場合、私も良く分からないんですが、今言われているのは先が見えないと言

うか写真が見えない、絵が見えないと言うことだと思うんです。だけど、良く考えてみますと例

えば２０人、３０人いた中で議論したって良い絵が出来ないんですよ。何人か中枢の者がきちっ

とした絵を 1 回出してそれをどうするかでないと、なかなか絵なんか出来ないと思うんですよ。

その絵が今出るか出ないかと言うことで皆心配していると思うんですよ。今、１番大事なのは札

弦の問題ですので、札弦の地域の人がどんな絵を描いているかということが１番大事かと思うん

ですね。使いやすいと言うんですか、町民が使いやすい、その中でも札弦の町民が全員集まって

３００なり３５０戸なりの戸数があると思いますが、その人全部が集まっても３００人いれば３
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００の意見が出ると思うんです。ですけど、やはり、その中で誰か取りまとめる人が出てこう言

うものにしたら良んじゃないかと言う絵を作ってもらって、そして示して、そこでここを直して

欲しい、平屋が良いんじゃないか、２階が良いんじゃないか、色んな意見が出ると思うんです。

そう言う意見が出るのは未だ先の話しだと思うんです。これはそう言う設計をしますと言うスタ

ートの予算だと思うんです。ご存じの通り改善センターも３０年も４０年も経って古いからやら

なきゃならない。さっつるのパパス温泉も建てて、私が出た時ですからもう２０数年経ってます。

もう古いから改修しながら何時かはやらなきゃならないんですよ。地域の人の意見を聞いて、そ

の絵、示せるものが出た時でも遅くないと言うか、そうじゃないかと言う気がします。出てるか

出てないか私には分からないんですがそれを踏まえて焦らないできちんとしたものを、皆が作っ

て良かったなと言えるものを作って頂きたいと思います。以上です。 

 

○委員長 

 それでは動議でありますので、挙手でお願いをいたします。 

 今日の審査はここで終了すると言う日程で進める方、賛成の方は手を挙げて下さい。 

（挙手４名） 

○澤田委員 

 今、手を挙げたんですが。明日までと言っても幾ら寝ないでやっても結論が、構想はあるんだ

と思いますがどこまで進んでいるのか、あっても出さない状態なのか。明日まで待って出来るも

のであれば待っても良いけど、そうでなければ今までのことは反省すると言うことで。今後は議

会と地域との連携を密にしてと言うことで。明日までに結論を出せと言うことでは、地域の関係

があれば明日でも明後日でも出来ないんじゃないかと思うんですが。 

 

○委員長 

 議事の進行の動議の部分では散会と言う風に決定をさせて頂きます。当然、明日までに執行部

の方々については原案、どこまで出せるか分かりませんけれども出して頂く。出して頂いて皆さ

ん判断して頂くと言うことで今日はこれで終わりたいと思います。明日は９時３０分から再開を

させて頂きます。 

 

                                （散会 午後２時２５分） 
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平成２２年度清里町予算審査特別委員会会議録（第２日目） 

 

 

平成２２年３月１２日（金） 

  開 会    午前 ９時３０分 

    閉  会        午後  ２時００分 

 

 

○委員長 

 昨日に引き続き審査を再開いたします。 

 農山漁村活性化対策費、７６ページ。 

 

○副町長 

 それでは、昨日ご質問を頂きました農山漁村活性化対策費におきます農林水産直売所・食材提

供供給施設並びにパパスランドの施設改修に係る実施設計に当たっての基本的な考え方と具体的

な項目につきまして、改めてご説明を申し上げご理解を頂きたいと存じます。まず、道の駅パパ

スランド施設整備に係る基本的な考え方でございますが、少しでも多くの旅行の方々に立ち寄っ

て頂くための道の駅としての機能と、併せて地域の方々が気楽に色んな面で利用して頂きやすい

そうした機能を併せ持った施設としての整備を図って参りたいと考えております。具体的には、

いちいち靴を脱がないでも利用のできる特産品やお土産品等を販売する売店と、併せまして農業

者の方々が持ち寄り販売する直売所、そして地域や旅行者の方々の利用と集客のための施設とし

て地元食材の提供を兼ねたレストラン、また交流休憩施設等の整備を図って参りたいと考えてい

るところでございます。既存施設につきましても、温泉施設の部分につきましては老朽化による

傷みがかなり進んでおりますので、浴室の全面的な改修整備と経費の面で課題となっております

温泉のボーリングにつきましても実施検討をして参りたいと言うふうに考えております。さらに

駐車場におきましても、道の駅やパークゴルフ場で利用される方が年々増えておりまして狭隘と

なっていること、さらには大型バスの出入り、除雪の作業面も考えて改修整備を加えて行きたい

と言う風に考えているところでございます。既存施設の農畜産物の加工室の機能強化についてで

ありますが、本件につきましても利用者からの様々なご意見等も頂いておりますので、これらに

ついても充分に内容を検討して参りたいと言う風に考えております。さらに、室内のプレイグラ

ンドについてでございますが、ご承知のように利用の割合が極めて少ないと言うような実態がご

ざいます。大変苦慮しているところでありますが、これらにつきましても最も適した利活用の方

策につきまして検討協議を加えて参りたいと言う風に考えているところでございます。いずれに

いたしましても施設整備後の維持管理費の軽減と、道の駅としての立地的なことも充分に考慮い

たしまして、地域の方々が喜んで利用して頂くことの出来る、そんな施設としての整備を図って

参りたいと考えている次第でございます。以上、施設整備に関する基本的な考え方と具体的な検

討項目について申し上げましたが、今後はこれらの検討項目やさらには運営のあり方などにつき

ましても充分に整理をさせて頂いた上で、基本構想としての叩き台を作り議会とも充分な時間を

掛けて協議をして参りたいと言う風に考えておるところであります。そうしたことから実施設計
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につきましては、これらの協議が充分に尽くされた後に発注をして行くと言う手順で進めて参り

ますので、ご理解を頂きたいと存じます。以上を申し上げ説明とさせて頂きます。 

 

○委員長 

 副町長の答弁でしたが、他にございますか。 

 

○勝又委員 

 昨日から引き続きと言うことで、今構想につきまして聞いた訳ですが、実は平成１９年に札弦

の活性化委員会の方から要望が上がっております。そう言う中で地域としてはどうやっても、地

域としてどうしても要望したいと言うことが３点上がっている訳で、そのことが可能かどうかと

言うことも含めて、それらの事をきちんと組み入れた中で作って頂きたいと言うような要望だと

思います。一つは温泉ボーリング先ほど説明がありましたけれど、駐車場の拡幅整備、もう一つ

は展望風呂と言う部分も出てきている訳で、なかなか展望となると２階とかに作らなければなら

ない部分かと思いますが、この３つにつきましては特に強く要望をいたしますと言うことで上が

っておりますので、その辺の検討を含めた形の中で、先ほど副町長が言われましたように委員会

とも充分協議の上進めて行くような形、また地域の意見を取り入れた形の中で進めて頂きたいな

と、そのように思います。 

 

○副町長 

 ただ今の質問でございますけれど、地域の要望につきましては平成１９年に今ご指摘があった

ような形での要望を頂いているところでございまして、当然、地元の方々との摺り合わせ等は充

分にさせて頂く。ただ実際の整備の内容となりますと色んな手法がございますので、これらにつ

いても充分に検討させて頂く上で議会とも相談をさせて頂きながら進めたいと言う風に考えてお

ります。 

 

○中西委員 

 副町長の答弁の中で、農産加工施設等も直さなければならないと。これは、農産加工施設と言

うのは町でやっているのはあそこだけしか無いんです。清里町では。ご承知の通り清里町は緑、

札弦、ここ本町という３つの細長い町であって、その中心点にあるパパスに農産物加工施設がで

きたんだと思います。温泉もあり農産加工施設も。そこで農産加工施設でありながら今ちょっと

問題があるんです。と言うのは、食べるものを作っている一方で陶芸とか手紡ぎとかやってます

ね。たまたま食べるものと食べないもので使っている施設であって、例えば洗濯機とか、そう言

うものを共同で使っているんですよ。衛生的に良くない。狭いからそうなるのか。やはり中途半

端じゃなくて陶芸もやり手紡ぎもやり、色んな農産加工もやるので分けた形、衛生面で、そう言

うのも考えてやって貰わなければならないと思います。それと駐車場のことなんですが、これも

狭隘で、今、道の駅になったので。農産加工施設に行く時とかパークゴルフで使おうと思っても

段々に狭くなっているんです。これはきちんとしなければならないと思います。町民のためにも

きちんと。旅行者にもこんな狭い駐車場の道の駅があるかと言われる事があると思います。農産

加工施設も使う、温泉も使う、パークゴルフにも使う、きちっと駐車場ができるように。これが
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どんどん増えると道道に駐車しなければならない事になって来ると思うんです。そんな事では駄

目だと思います。きちんと駐車場を確保する考えでやって貰わなければならないと思うんです。

地域の要望なのか、全町的な要望も恐らくあろうかと思いますが、こう言うことも含めて考えて

頂きたいと思います。 

 

○副町長 

ただ今のご意見でありますけれど、先ほども申し上げましたように、特に農産加工施設につい

ても色んなご意見も頂いております。今、ご指摘を頂いたようなこともご意見として頂いている

部分がございますので、施設の配置等についても充分に考慮して行きたいと言う風に考えており

ます。また駐車場の関係につきましても、それらの意見を対しながら使いやすい駐車場としての

整備を図って行きたいと言う風にも考えております。 

 

○田中委員 

 今、副町長の方からこの問題について、今後基本設計から始まりまして議会とも充分に検討し

ながらと言うことで、そう言うことで宜しい訳でございますが、やることによって色んな、地域

の要望それから色んなことが沢山あると思う訳でございますが、これから町も人口が減ってきま

すし、そう言った中でそれをやる事によって維持費の増大に繋がらないように、そう言う方向の

中で充分検討して私どもに出して頂きたいと、このように要望して終わりたいと思います。 

 

○副町長 

 ただ今のご意見につきましても意を配しながら進めて参りたいと考えております。 

 

○委員長 

 次に移ります。宜しいでしょうか。 

 

○藤田委員 

 町長なり副町長にお伺いいたします。昨日、私が明日の朝まで考えて来いと言うことで、散会

と失礼な意見を出しました張本人でございますので一つお伺いいたします。先ほどから、昨日も

そうですが概要とか細かいことは念を入れて常任委員会で論議させて頂くと、このように言われ

ております。昨日も一番ご指摘をした点をもう一度確認させて頂きますが、やるやらないについ

ては誰も反対をしている人はいませんね。札弦のために１０億を掛けて思い切ってやるなら、札

弦の町が少しでも良くなるように、そう言う方式でやって頂きたいと言う案は持っておりますけ

れど、後は値のあるやり方をするのかしないのかという点が 1 番心配されるところであります。

更にまた、ここ５，６年の議会を振り返ってみますと人数も減って参りまして、私たち議員とし

てもそれだけの投資をする大義名分、町民にも良く指摘されるんですね。そう言うことから 6 月

に提案しました、７月に提案しましたと総務課長は良く答弁を、私たちも良く理解していない面

もありますが、その辺のことをきちっとやって頂いて、議員も地元に帰ると色んな意見を言われ

ます。お互いきちっとした論議をさせて頂いて、再度、特にお願いをいたしたいと言うことです。 

それから町長さんにお伺いいたしますが、札弦地区、２、３年前にある会社が火事になって 1 億
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５千万も投資して、更にまた農業関係も畑灌始め今回の麦乾の３億余りの投資をして頂いて、１

戸平均１７０万円くらいの、有難い国のお金、町のお金を通じてやって頂いたと。その意味を良

く考えて頂いて特に札弦の皆さんに、商工会や地域の皆さんに対してもそう言うような国の予算

を使ってやれるような地域対策づくりを基本にしてやって行くんだと言う考え。９５％もの国庫

補助のお金を使ってやって行くんだと言う、私たちも９５％ならやらないよりやった方が良いの

かと言う考えで賛成して今日まで来たんですが、この予算議会で提案した以上ある程度の、昨日

出した程度の書類を農水省に持って行って申請が採択されるのか、それをもって１千７００万の

実施設計料を出してきたのか。私たちにしたらある程度の、町当局の図面を作って見積もりをし

ながら農水省にも行って、それで１千７００万の予算を見積って提案してきたんじゃないかと、

こう言う解釈をしているんですが。その辺をもう一度きちっと聞かせて頂きたいんですが。その

辺が私たち一番腑に落ちない点なんですね。このまま認めるとまた本会議で提案しました、あの

時提案しましたと、論議する時間も無いし出来なかった言うのが今までの予算の流れなんです。

その事を何人かの委員も言っているというのが実態なんですね。その事についてどうでしょうか。 

 

○副町長 

 ただ今ご質問の件でありますが、それぞれの事業の実施に当たりまして委員会で協議等を重ね

ながら予算計上と言う形で進めては来ておりますが、内容の説明等さらに充分に時間を掛けなが

ら齟齬のないように進めて参りたいと言うふうに考えているところであります。また後段にあり

ました、今回提案した内容でもう少し具体的なものが、農水省との間で資料としてあるのではな

いかと言うような話でありますが、実は現在、従来の補助制度と大きく変わって交付金制度に変

わって来ておりまして、ある程度地元の考え方でその都度実施できると言うような方法になりま

したから、昔でいう補助基準なるものは大きな枠はあるんですが、昔であれば図面まで全部持っ

て行って審査を受けなければその審査が通らなかったと言うのがありましたが、今は紙１枚、昨

日も言いました何平米、どれ位のものをやりたいと、考え方としてどう言う施設をどう言うよう

な考え方でやりたいんだと、その１行があれば全体計画が承認になると言う従来の手法と全く変

わってきておりますので、今回の予算計上に当たりましてもそう言う面から規模と面積を基本と

しながら積算をさせて頂いたと言うことで、具体的な、その裏付けになるような、ここの部屋が

何平米で概ねこういうもので、全体としてはこうと言う資料については一切提出はしていないと

言うことでありますので、手法が大きく変わったと言うご理解も頂ければと言う風に考えている

ところであります。また札弦の地域の活性化の関係につきましても地域の活性化委員会もござい

ますので、充分にお話しをさせて頂きながら最終的には町と、また議会との中で最終決定がされ

て行きますけれども意見としては充分に聞いて行きたいと言う風に考えているところでありま

す。 

 

○藤田委員 

 たまたま民主党が政権を取って、そんなに変わってきたとは私は、この間懇談会もやっており

ますので、理解はしてないんですが正直言って。その点は勉強をして行きたいと思います。ただ

もう一点だけ、はっきり言わせてもらいますが、私も議員になって各自治会で陳情を上げて、最

初はみんな立派な事を言いますよね。サークルでボランティアでやりますと、だから予算を付け
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て下さい。スキー場はじめ、プールはじめ、みんなそんな話しでしたね。札弦の温泉もしかりで

す。作る時は皆そんな話しで、出来た途端町が運営しろと。地元の活性化委員会と協議をするこ

とも大事ですが、私は２０数年議員をさせて頂きましたけれど少なくとも議会の常任委員会なり

が主力で案を作りながら、きちっと決めて行くようなやり方を特にお願いいたします。 

 

○副町長 

 ご質問の主旨に配しながら議会とも充分に時間をかけ協議を進めて参りたいと言う風に考えて

おります、宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２項林業費、１目林業振興費、２目自然保護対策費、一括審査を行い

ます。７６ページから７８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで説明員交代となりますが質問漏れ等がございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 暫時休憩します。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を開始いたします。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、７８ページ。 

 

○加藤委員 

 商工会補助の１千１７２万７千円の中に経営改善普及事業と言う形で１千６２万６千円、人件

費含むと言うことで計上されておりまして、この内容は相談・指導となっておりまして、今まで

もやっていたんでしょうが再確認のためにどう言う形で、重点的な形で、今の商工会の置かれて

いる現状は大変な状態があろうと思いますので、その辺の捉え方は。 

 

○産業課長 

 商工会の事業の最も最たる事業でございまして、商工会職員の課長始め局長を中心に商店街の

経営改善、いわゆる今後どう言う風にしたら改善できるのかと色々勉強や研修をしている訳でご
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ざいますが、ご案内の通り経済が落ち込んでおりまして、なかなか低迷状態が続いて改善するも

のがございませんけれど、今後も改善に向けて研修あるいは各商店への経営改善普及等を図って

行くものでございまして、併せて商工会組織の強化と財政基盤の確立等々の事業を推進している

ところでございまして、なかなか厳しいのが実態でございます。 

 

○加藤委員 

 商工会関係については他に商工振興事業の補助で７２３万、こう言う形で出ておりますがこの

大まかな事業内容、環境整備から研修実習まである訳ですが大まかな予算内訳はどう言う風にな

っているのか。 

 

○産業課長 

商工振興事業費補助の内容につきましては、例えばイルミネーションの管理費あるいは花緑事

業の協力も頂いておりますのでその分の苗、プランター等々。それから特産品開発、あるいは移

住定住の事業も入っております。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 事業内容は見れば分かるので、その項目ごとにおける事業費をお聞かせ下さい。 

 

○産業課長 

予算ベースでお答えしますが、イルミネーションから特産品関係の臨時費が３００万程度。そ

れから商工会事業補助、商工会事業補助の中には焼酎まつりが商工まつりに変わりましたけれど

その商工会まつり、あるいはカレンダー事業等々で４００万弱。中央商店街事業の補助といたし

まして、情報誌の作成に４０万程度。ということで合計で７２０万ほどの事業費でございます。 

 

○加藤委員 

 商工振興補助に７２０万と言うのは、清里町商工振興事業実施要綱を踏まえてされていること

だと思うんですが。 

 

○産業課長 

 その要綱を踏まえた事業でございます。 

 

○加藤委員 

 その中で、環境整備や色んなことに使われていると思うがもう少し具体的な金額。連携してく

る事業、商工会補助とも連動、一体になっているんだろうと思う訳ですが、そう言う形の中で、

本当に求められている商工会補助のあり方、運営の方法、もっと力を入れてやって行かなければ

ならない部分、あるいは方向転換して行かなければならないとか。事業内容の中に例えば花緑の

環境では上限５０万円でしますよとありますが、色んな形の中でもう少し、大変な状態に置かれ

ている内容の変更に向かって思い切った予算、対策を練っていくとか。私はここまで来たときに、

商工会と言う捉え方ではなく清里に住んでいる人たちが最低限の生活をするために必要なもの、
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店をどうやって維持して行くのか。ここの部分が問われている時期にあるかと捉える訳ですが、

端的に出る答えではないと思いますができれば振興の意味を踏まえて大きく有効的に、重点的な

方向に向かって頂きたいと申し上げます。 

 

○産業課長 

 商工会独自の例えばプレミア商品券、色々地域活性化に向けて頑張って頂いておりますので、

その辺も踏まえまして何とか我々も勉強しつつ商工会の振興、活性化について、これからも鋭意

研究させて頂きたいと存じます。  

 

○委員長 

 他になければ次に移ります。２目観光費、７８ページから７９ページ。 

 

○澤田委員 

 １５節のさくらの山取付道路整備工事ですが、その内容は。 

 

○産業課長 

 さくらの山、１６号スキー場跡地でありますが、今現在さくらを植える事業として２２年度で

３年目、最終年度となる訳でございますが、ご存じの通りスキー場の跡地でありまして１６号の

奥の方から急斜面を上がってのアプローチしかございません。そこで、木が混できますと、昨年

もそうですが西側の斜面を下りたところまで木を植える訳でございまして、その管理上の問題も

含めましてさくらの山の、こちらから行きまして奥の道路の手前になりますが、スキー場の場合

には降りて来てふもとの方の、下の方に取り付け道路を 1 ヵ所設けたいと、菅理上必要なもので

すから今回計上させて頂きました。 

 

○澤田委員 

 砂利を入れて、ある程度車が入りやすいようにすると言うことですね。 

 

○産業課長 

 はい。 

 

○澤田委員 

それと宇宙展望台、去年、木を切っていたんですがそれが予算にあったのかどうか。太い木は

残して細い木は切っていましたが、その後にさくらを植えるとか。切った枝もそのままあります

が事業として行ったものですか。 

 

○産業課長 

 以前から展望台付近の山の雑木、景観を損ねる部分がございまして整理をしようと言うことで、

昨年地域振興事業でやらせて頂きました。さくらの木を植える計画が有るのかというご質問でご

ざいますが今のところ未だ未定でございます。それと残りの木の関係でございますが、ご案内の
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通り昨年公募いたしまして１０人前後の希望者がございまして、それぞれ取って頂いたんですが

未だ取りきれない部分がございまして、今後検討させて頂きたいと思っております。 

 

○澤田委員 

 どのように検討して行くのか。片付けると言っても要らなくなったら機械で処理するとか。 

○産業課長 

 去年の最後の方にシルバーである程度の整理はしたんですが、未だ取りきれない部分はござい

ます。機械も入らないものですから、人手で何とか整理をしなければならないと言うことで今後

の検討事項となっております。 

 

○中西委員 

 さくらの山の取付道路ですが管理に必要な道路と伺いましたが、３年間木を植えて何百本、何

千本になるか分かりませんが、将来的には遠くから眺めるだけのさくらの山にするのか、あそこ

に行って散策もできる道路を付ける事も考えているのか。今のところは管理上必要と、桜が咲い

たときに桜の花見をしながら散策できる道路とかは作る予定は無いんですね。我々も行って植え

ているんですが、急斜面だから確かに散策出来ないかもしれないけれど、中学生とかも植えてる

でしょ、私たちの植えた木と言うことでその中を散策出来ることも必要じゃなかろうかと思うん

です。ただ遠くから眺めるのが良いのか。恐らくどこでもそうでしょうが桜が咲いたらそこで花

見をしようかと言うスペースも必要でしょうし、そう言う目的は全々無いのか。桜の花が咲いた

ら町民なり植えた人が花を楽しむと言うことが出来る気がするんですね。それで散策路と言うの

が考えられるのかどうか。それと今後の植樹の予定は、本数とか面積は。今まではニトリ財団の

助成もありましたが、それが終われば植えられないかもしれませんが、その辺の予定とかは。 

 

○産業課長 

 さくらの山の将来の関係でございますが、ただ今委員のご指摘のように咲いた時期、何年後に

なるか分かりませんが、遠くから見るもよし、近くで見るもよし、そう言うさくらの山になれば

良いなと思っております。それと本数でございますが、面積を大体３分に１に割って去年の程度

の本数になろうかと思いますが、これから菅理がどのようになって行くのか、さくらも中々難し

い木のようでございますので気をつけながら管理して行きたいと言う風に思っております。 

 

○勝又委員 

 １点、産業まつりや緑のフェステイバル、うちの町はお祭りがウィンターフェスティバルも含

めてある訳なんですが、このまつり関係についてお伺いしたいと思います。お金が幾ら掛かって

とかそう言うことでは無く、問題はお祭りと言うのは町民が楽しむためにあると言う形の観点で

捉えた時に、楽しませる側の人間がかなり関わっているという部分では、本当に楽しんでいるの

かなとちょっと感じまして。何故そのように言うのかというと、産業まつりも飲食店組合等が料

理を出したりしている部分なんですが、その飲食店組合も皆さんご承知の通り何件か今年も少な

くなると言う形の中で、食材を提供してと言う部分が段々大変になってくるのかと。みどりのフ

ェスティバルに行きましても地域の住民の方々が色んな苦労をされた形の中で色んなものを出さ
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れているですが。どう言う形が良いのかと聞かれると私も案は無い訳ですが、もう少し自分たち

が楽しんで、いわばお祭り、苦労したことを達成感に繋げると言う部分も確かに有る訳ですが、

もう少し自分たちも楽しんでと言う形での趣向が出来ないのかと、そんなことを常々感じている

訳ですが、それを取り仕切っていると言う部分で何かお考えがございましたらお聞かせ願いたい

と思います。 

 

○産業課長 

 町内で行われているフェスティバルですが、委員のおっしゃる通りフェスティバルと言うのは

参加した人が楽しむものだと、これが原点だと思います。ただ、おっしゃる通り飲食店の減少も

ございますし現にやっている担当者は苦労していると、これはいかに来て頂いている方に楽しん

でもらえるのかと言うことでございまして、鋭意努力しながらやっている訳でありますが一部マ

ンネリ化の部分もございますし、それから委員のおっしゃる食材提供の部分の減少、大変なこと

も承知しております。始まる前に会議等々ございますので、皆さんの意見も拝借しながら今後も

検討させて頂きたいと思います。とにかくフェスティバルですので楽しむお祭りにしたいと考え

てございます。 

 

○委員長 

 他にありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ３目温泉施設費、７９ページから８０ページ。 

 

○田中委員 

 新年度は緑清荘の増築、改修工事が始まる訳でありまして、この件で聞きたいと思います。今

回の改修に当たって障がい者が利用できる福祉風呂も出来る、健康な方、障がいを持った方が等

しく利用できる施設と言うことで大いに大賛成した訳であります。そこで３階建ての施設が増築

される訳で、１次的には満館状態があると言うことですが年中と言う訳には行かないので、今後

は今まで通りでは行かないと思う訳でありまして、今後、集客の何らかの努力をして行かないと

ならないのではと、この様に考える訳であります。そう言った中で集客に対しての考え、基本的

な考え方があればお聞きしたいと思います。 

 

○産業課長 

 今回の当初予算の部分につきましては既存の緑清荘の改修でございまして、委員のおっしゃる

ような福祉風呂、それから各室のクロス張り替えとかリニューアルの部分でございます。後にあ

りましたご質問につきましては昨年度補正いたしました、発注いたしました３階建ての方でござ

いますが、おっしゃる通りキャパシティが増えますのでどう言った対策が必要なのかと言うご質

問でございますが、既存の部分でございますがピーク時、登山客が主でございますがご案内の通

り断っている状況にあるやに聞いておりますので、その部分での新たな増員。それから新たな倍
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のキャパシティになると言う訳でございまして、その分については事前に委員会の方でもご説明

申し上げましたがＰＲ、あるいは今と違うような営業展開をして行くと言うことで指定管理者の

会社とも協議中でございますが、９月、１０月、１１月休館になる予定でございますがその間に

おける職員の研修、それから考え方の整理等々を行いまして一層の力をつけて臨みたいと言う経

営者の考えもお聞きしておりますので、我々も協力しながらやって行きたいと言うふうに考えて

ございます。 

○田中委員 

 是非とも、みんなで協力してやって行かなければならない問題だと思う訳ですが、先ほどのペ

ージにありましたが色々なフェスティバル、ウィンターフェスティバルとか関係機関で努力され

て頑張って頂いておりますが、そう言った部分もＰＲして予算も組んで、是非他町村から参加頂

き宿泊に繋がるように、これは例えばですが。やはり町民にも充分周知をして、町民みんなの協

力を得て少しでも集客ができるような、私たちも努力しますが是非努力をお願いしたいと思いま

す。 

 

○産業課長 

 委員のおっしゃるフェスティバルの利用、あるいは知床観光圏での滞在型の観光客の周知につ

いて努力している訳でございますが、その関係の連携、あるいは地元町民はなかなか泊らない訳

でございますが、地元町民に多くのご利用を頂くのは温泉とレストランの部分だと思いますので、

レストランにつきましても美味しいものや地元の食材を使った色々なメニューを増やすなど、そ

の辺の経営も考えているようでございますので努力させて頂きたいと存じます。 

 

○委員長 

 質問が無ければ次に移ります。４目オートキャンプ場費、８０ページから８１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に行きます。６目江南パークゴルフ場費、８１ページ。 

 

○田中委員 

 資料が無かったら結構ですが、江南のパーク場、話しに聞きますと色々、川湯のホテルとか知

床のホテルとか、老人クラブと言いますか敬老会の方々、パークゴルフ愛好者がツアーを企画し

て清里のパーク場を利用されていると言う話しを聞く訳ですが、昨年どれ位の利用があったのか

分ればお聞きしたいと思います。 

 

○産業課長 

 今の田中委員のご質問でございますが、２１年度の江南パークゴルフ場の団体利用の状況でご

ざいます。ホテル関係で川湯方面、知床方面、道央方面、８団体で６８０名のご利用がございま

した。それから、あとはサークル等々がございまして各方面からご利用頂いてございます。遠く

からは釧路、根室等々ございまして清里も含みますが３２団体、８５５名のご利用を頂いており
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ます。あとはパークゴルフの協会関係、各地から別海、渚滑等々からいらっしゃって５団体、２

０８名のご利用を頂きました。以上でございます。 

 

○田中委員 

 ホテル関係で６８０名、８団体と言うことは８回利用されたと言うことですか。 

 

○産業課長 

 ダブっているのは１ヵ所だけでございまして、７団体で６８０名と言うことでございます。 

 

○田中委員 

 私も何人かに言われた訳でありますが、清里のパーク場を利用されてる方に。せっかく清里の

パーク場を利用した場合に清里の焼酎でも、１本でも２本でも、大会の賞として出してくれれば

なと。そう言う話しがちょくちょく聞かれる訳でありますがその辺についてはどのように、課長

も誰かに言われているかと思う訳ですが。 

 

○産業課長 

 委員のおっしゃるように誰かに聞いておりますけれど、どこからどこまで出すのかと言う部分

が難かしいことでございまして、例えば町外の人なのか、地元の人は勘弁して頂くのか、その辺

も含めまして今後の検討材料と言うことにさせて頂きたいと思いますので宜しくお願いいたしま

す。 

 

○田中委員 

 折角作ったパークゴルフ場でありますので、地元の方が利用されるのが１番良い訳ですが町外

からの利用者も出来るだけ増えて行く努力、是非お願いします。焼酎を付けたからどうのこうの

と言うことも無いでしょうが、出来ればちょっとしたサービス、気を使って町外の方だけでも良

いですから、出来ればそう言うことも是非考えて頂きたいと要望しておきます。 

 

○委員長 

 ここで説明員交代となりますが、質問漏れございませんでしょうか。 

 

○中西委員 

 オートキャンプ場のことでお聞きしたいんですが、１３節委託料で清掃等業務委託料が計上さ

れておりますが、この清掃と言うのはバンガローの清掃とか芝生とか、ちょっと分からないです

が。それとゴミの運搬委託料。公共場所では今はどこでもゴミは持ち帰って下さいと、キャンプ

場我々が行ってもその辺を汚してこないとか、バンガローを使ってもきちっと清掃して来るとか。

清里のオートキャンプ場もそうしてるんじゃなかろうかと思いますがマナーが悪い人がいるのか

どうか、都会からキャンプに来てゴミを置いて行ったり、汚くして帰ったりはマナー違反だと思

うんですね。この辺を徹底しているのかどうか。恐らく今はどこでもそうだと思います。持ち帰

って下さいと書いてありますね。例えば残飯とか食べ残し、これはフラワーパークの肥料にする
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のに、きちっとそう言う処理をすれば投げなくても良いだろうし、そう言うことも考えなければ

ならないだろうし。ゴミを置いて行かれるのは絶対良くないと思うんですね。トイレも今は登山

をしても持って帰るんですよ。ですからこの点は余り厳しくすると来なくなるけれど、この辺は

どうなっていますでしょうか。 

 

○産業課長 

 ただ今の清掃等業務の委託でございますが、内容といたしましてはシルバー委託でございまし

て、草刈りやご案内の通りバンガロー、コテージもございますのでその辺の清掃。それからコテ

ージにはトイレもありますし、その他にも外部にあずまや、炊事場、トイレとございますので、

管理棟もそうですが清掃をしなければならないと言うことで、無くてはならない部分でございま

す。それからゴミ運搬の関係でございますが、キャンプ場ですからそんなに家庭ゴミのようなも

のが出る訳でございませんで、その辺のゴミについてはサービスとしてゴミ処理をしています。

その関係がゴミ運搬業務委託料３万５千円の計上をさせて頂いております。持ち帰るのが基本で

ございますので持ち帰っている方もいます。汚さないと言うのもマナーでございますが１００人

いれば１０人は汚して行くというような昨今でございますので、掃除を止めると言う訳には行き

ませんのでその辺はご理解頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 それでは説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を開始します。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、８２ページから８３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２項都市計画費、２目道路新設改良費、８３ページ。 

 

○細矢委員 

 １９節負担金補助及び交付金の中でＪＲ北海道踏切改良工事負担金、これは３線道路だと思う

んですが８千８００万と言う根拠、積算根拠がＪＲにあるかと思いますが、高いと言うことは聞

いておりましたがちょっと意外な数字で、その辺をお知らせ頂けたら、お願いします。 

 

○建設課長 

 ただ今のＪＲ北海道踏切改良工事負担金の関係でございますけれど、これにつきましては国交

省とＪＲとの協議によって決められておりまして、鉄道敷地内の関係につきましてはＪＲが直接

工事をすることになっております。それで、今のところ大まかな内容しか預いてございませんが、

最終的には出来高払いと言うことになりますけれど今の段階で頂いている内容によりますと、軌
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動関係の工事費が４千３９０万程度、電力関係が１６０万ですとか信号機関係が約２千９００万、

あと通信関係が３２０万、管理費が５７０万、非常に大まかな内訳ですが合わせまして８千８０

０万程度掛かると言うふうに内訳が参っております。こんなような状態になっております。 

 

○細矢委員 

 細かいことは別にして、極端なことを言いますと財政的に非常に厳しいから。負担割合は、Ｊ

Ｒと町との負担割合は、全額町負担なんですか。 

 

○建設課長 

 この関係につきましては交付金も入って参りますので、４５％です。交付金の対象になると言

うことで全部、８千８００万町費負担と言うことにはなりません。 

 

○細矢委員 

今年度の予算の中で８千８００万掛かると言うことで予算を組んでいるんですけれど、工事が

終わった後に交付金が来ると言うことですか。その交付金が入ってくるのであればそれを差し引

いたものを予算化しておいても良い気が、そうはならないんですね。 

 

○建設課長 

 先ほども申したように、これはあくまでも予算でありまして、これ以下になるかもしれないし

これ以上掛かるかもしれません。それで最終的に精算して参りますけれど、先ほど私４５％と言

いましたが、これは交通安全施設でございますので５５％最終的に入ってくると、決定した後で

すね、そのようなことになっております。 

 

○澤田委員 

 ４線道路の改良・舗装３００メートルですが、この工期はいつ頃。昨年は４線、一年中工事中

でしたが通行上不便なので、何時から何時までの工期なのかお聞きします。 

 

○建設課長 

 今通行止めにしている関係につきましては、一応工期は３月１９日までになっていますが解除

するまでには、春先の雪融けで崩れたところの手直しとかありますのでもう少し解除するには掛

かるかと思います。それで引き続き新しいところの工事に掛かる訳ですが、ご存じのように制度

が変わりまして、今のところ未だ３００メートルの要望を出していますがはっきり認められてい

ない状況です。工事の時期についても未だ、何時発注できるか分からない状況でございますので、

間もなく決まって来るかと思いますが、今のところ未定と言う状況になってございます。 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１目公園費、８４ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無ければ次に移ります。３項住宅費、１目住宅管理費、８４ページから８５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○澤田委員 

 ひまわり団地の公営住宅、完成した所を見せて頂いたんですが、一昨年建てたのはオール電化

で、今度の所はガス使用になって、地元のガスを使う利便性も、消費拡大もあると聞いたんです

が安全性の面でオール電化が良いと思うんですが。ガス屋さんの、地元事業者を助けると言う意

味もあると聞いたんですが、今後、老人世帯とかで安全性とか衛生面、ガスより電気が良いよう

な気がしますので今後の公営住宅の建設に当たってはどう言う方向なのか、キッチンですが、伺

います。 

 

○建設課長 

 今、ひまわり団地に計画的に住宅を建設しておりますけれど、1 昨年建てました単身者住宅に

つきましては電気を使用しております。今年度出来ました住宅についてはガス使用になっており

ます。安全性の面から言いますと電気の方が安全でしょうが、ガスに関して営業を営んでおられ

る方もおりますので、その辺を考慮しながら両方使えるような形を考えて行きたいと考えてござ

います。 

 

○澤田委員 

 借りる方は希望する訳には行かないんですが、安全性から言って、止むを得ないんですか。 

 

○建設課長 

 今、担当者がいませんが、ガスも電気も両方、どちらでも使うことが出来ると言うふうに聞い

ておりますので、今後は安全性の面と町内経済的なことも考えながらやって行きたいと言う風に

考えております。 

 

○澤田委員 

 経済的にはどちらが良いんでしょうね。電気とガスと。どっちでも使えると言うことは、希望

すれば後から取り替えることが出来ると言うことですか。 

 

○副町長 

 ただ今のご質問の件でありますが、従来は今、建設課長がお話しを申し上げたようにガス業者

のこともありますし、それともう一つは安全性を考えれば電気ですし、今のエコの関係で言って

も徐々にそちらの方に入れ替わって来ていますから、そう言う実情を見ながらなるべく安全性と

エコ対策を兼ねた、そう言うものとして今後の整備を図っていくように、内部、充分に詰めて行

きたいと思います。 

 

○建設課長 
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 認識不足でしたが、ガスでも電気でもどちらでも、調理台については選択できると言う風に、

今情報を得ました、 

 

○加藤委員 

 それは入居者が入る時点で選べると言うことですか。例えば誰かが入ってて、前の人は電気で

したと、今度は私が入りますからガスで使用しますと言うことでの、公営住宅のスタンスになっ

て行くんですか。と言うことは最初から工事費を２倍とまでは言いませんが割高な設備をしてい

ると言うことですか。 

 

○建設課長 

 答弁が 2 転、３転いたしますけれど両方付いていると。ガスのコンロと電気のヒーター用も。 

 

○加藤委員 

 ここで詳しく論議する内容ではないと思いますので、今回、公営住宅を建設するに当たっては

副町長が言われたこれからの問題、当然のように入居者の負担やコストの問題もここには当然掛

かってくるんですから、その辺充分に配慮した形の中で取り進めて頂きたいと思います。 

 

（※ひまわり団地 単身者向け６戸には電磁調理器を設備している。世帯向け４戸は両方利用で

きる設備であるが電磁調理器またはガス調理器は入居者が負担する。） 

 

○委員長 

 無ければ次に移りますが。2 目住宅建設費、８５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 こで説明員交代となりますが、質問漏れございませんか。 

 

○勝又委員 

 １点だけお伺いいたします。過去にも１度訊ねたことがあるんじゃないかと、私の記憶すると

ころでは。公営住宅の入居についてですが、清里は空家も余り無くて公営住宅の入居はどこもか

なり申し込みが沢山あってと言う部分かもしれませんけど、過去にも１度質問したんですが、今

回入居申請で２番手で外れましたと、その人が次の入居の申し込みの時に、２番手が１番手にな

ると言うことではないと。そうなると何時までも待ってる人は待ち続けると。その様なことがあ

ると聞いて、それは改善して貰わないと待つ人は何年も待たなければならないですねと言うこと

でしたが、その辺は改善されたのかどうか伺いたいと思います。 

 

○建設課長 

 住宅の入居については空き部屋が出来ましたら毎月広報で募集を行います。それで、選考委員

さん７名で選考して頂いておりますけれど、一つの基準を持ちまして、緊急度の高い方から入居
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して頂くと言うことにしております。それで、同じ様な条件でしたら申込回数の多い人が上位に

なりますけれども、必ずしも回数が多いと言うことだけでは上位にならないと。どうしても緊急

度、住宅が無くて困っている人が優先されると言うことになっております。 

 

○勝又委員 

 緊急度が優先と言う部分で、そう言う部分は分かるんですが、何年も待っている方がいるかい

ないかと言う部分は難しい部分ですが、ただ一部で聞きましたので、そのことについては改善し

て頂きたいと思います。また巷では何か議員さんを使ってコネがあって入ったんだろうと、そん

な噂もチラチラ有りますので、決してそう言うことではなくフェアな形な中での入居をスムーズ

に進めて頂きたいとこの様に思います。 

 

○建設課長 

 実際、現在５回程度申し込んで頂いて毎回外れる方がおられます。その方については取りあえ

ずは入られている住宅があると言うことで、本来でしたら入って頂きたいところなんですが、今、

町内には民間の住宅がほとんど無いと言うことで、常に多くの入居希望者が殺到しておりまして、

そう言ったところで非常に気の毒な面もございますが、今言ったような選考委員さんの中で基準

と言うのを設けてやっておりますので、ご理解を賜りたいと言う風に思っております。 

 

○勝又委員 

 1 点、家を持っていると入れないんですね。でしたら、もし家を取り壊したいとなると壊さな

いと入れないと言う部分になるんですか。 

 

○建設課長 

 自分の家を持っている場合については、誓約書を出して頂いて、１年以内に取り壊して頂くと

言うことで誓約書を提出して貰った後に入居して頂いております。 

 

○中西委員 

 道路橋梁費の中で、橋を調査しておりますね。これは未だ継続して行っているんでしょうか、

もう終わったんでしょうか。結果はどうなっておりますか。 

 

○建設課長 

 橋梁調査につきましては１９年、２０年に基本的な調査、町内に５３の橋がございますが、そ

のデーターベースを構築いたしまして、その後長い橋、５０メートル以上の橋が６ヵ所ほどある

んですけど、それについては詳細点検と言うことで２１年、２２年、２３年にわたって詳細点検

を行って、２４年度に長寿命化計画を立てることになっております。それを立てた後に、その後

でなければ補修に対する補助制度が導入できないと言うこともございまして、２４年度に向けて

詳細点検を２橋づつ、毎年やらして頂いております。 

 

○中西委員 
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 ５０メートル以上の長い橋の点検を何年か掛かって、この長い橋の耐用年数と言うか、２２年

度は無事に、５０メートルの橋を皆さんが渡れるかと言うのが一番大事だと思うんです。その辺

はどうなんですか。そう言う調査をすると言うことは何か危険性があるから、マグネチュード幾

らかの地震が来たときはもう耐えられないとか、そんな調査だと思うんです。それと経過年数が

経っててもう耐用年数が来ているので調査する。今のところは大丈夫と理解して宜しいんですか。 

 

○建設課長 

 ２４年以降でなければ直さないと言うことではなく、危険な個所があれば、緊急的な補修もし

て行かなければならないのかと言う風に思っております。ただ、橋の改修をすると言うことにな

れば多額の費用も掛かりますので、補助金なりを導入しなければ財政的にも大変だと言うことで、

応急的なものを除いて２４年度以降に計画的に改修して行きたいと言うことで今調査点検を行っ

ているところでございます。 

 

○中西委員 

 ビートのトラックも前は１０トンでしたが今は２０トンで、大きな車が通っているんですね、

それが耐えられるのか、何回も２０トンの車が通っていて。そう言うこともいち早くやらないと、

２０トンの車が通ったあと壊れてしまったとか、そう言うのがいち早く分れば２０トンの車はこ

ちらに迂回して下さいとかの方法を取らなければ。傷んでいる、年数が経っているのが余計に傷

んで、予算的なものですぐに直せなかったら、他に迂回してもらってとか距離がちょっと遠くな

るけれどもとか、そう言うことが必要かと思うんですよね。そう言う、何トンも耐えられないよ

うな橋もあると思うんですね。きちっと町民に理解して貰わなければならないと思うんです。そ

の辺はどうなんでしょうか。 

 

○建設課長 

 今、中西委員さんがおっしゃられているのは斜里川に掛っている２１号橋の事かと思いますけ

れど、あそこは２１年度に調査点検が終わっておりまして報告を受けておりますけれど、今すぐ

崩れ落ちるとかそう言うようなことは無いと言うことですが、中にひび割れで水がしみ込んでお

りますし舗装が剥がれたりもしておりますので、早いうちに補修が必要だと言うふうに報告を受

けているところでございます。 

 

○加藤委員 

 要望と言うことで終わらせておきたいですが、時間の関係もありますし。除雪の関係について

ですが、基本的に１０センチで除雪すると言うことは当然のようにＯＫだと理解をしております

が、ただ歩道の除雪、これについては例えば車道については１２センチでもＯＫかとも思う訳で

すが、歩道についてはやはり北海道の清里に住んでいれば元気で歩かせた方がいいんで、できれ

ば歩道の除雪についてはその辺を充分に考慮してやって行くように、しかも登校時間に間に合う

ように整備すると言うことに心がける指導をお願いいたしたいと思います。以上です。 

 

○建設課長 
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 先日も町民の方から歩道の除雪が雑だと言う苦情が参っておりまして、先日責任者を呼んで細

めにやるように指導をいたしたところでございますので、これからはきちんとやると思いますの

でご理解をお願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 土木費の審査を終わります。 

ここで１１時５分まで休憩といたします。 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時０５分 

○委員長 

それでは消防費を審査いたします。 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防費、８５ページから８６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を開始します。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、８６ページから８７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２目教育諸費、８７ページから８９ページ。 

 

○勝又委員 

 教育諸費の中のどの科目か、全国学力・学習状況調査を全校実施すると教育執行方針の中にも

あった訳ですが、希望のある学校というかそう言う形になったようですが、うちの町は取り組ん

で行くと言うことですがどれ位の予算が掛かるかお知らせ頂きたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 平成１９年度から実施しております全国学力・学習状況調査は３年が終わりまして今年で４年

目になる訳でございますが、実施方法が変わりまして抽出校約３割の部分について文部科学省が

実施すると、残りの分については希望校と言うことで希望実施する訳でありますが、本校につい

ては全校実施すると言うことで、今、教育委員会の議決を以て進めているところでございます。

掛かる経費につきましては現在、北海道が予算の中に全道で約１億円近い金額を計上する中で集

計や取りまとめを全部行うと言うことで進めているところでございまして、道議会で予算が議決

される方向に進むのではないかと言うふうに思っているところでございまして、清里町における
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予算の計上はございません。以上です。 

 

○委員長 

 その他ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費、一括審査を行いま

す。８９ページから９０ページ。 

 

○加藤委員 

 小学校管理費の中で、４ヵ年計画の最終年度として清里小学校と江南小学校の児童の机・椅子

の更新となっている訳ですが、江南小学校は明年度に向けて廃校と言うことでの考え方、この辺

についてお伺いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 清里町内の小学校の机・椅子更新につきましては、平成１９年度から４ヵ年で計画的に実施を

してきたところでございます。最終年に当たります本年度は清里小学校と江南小学校の机・椅子

に２１４脚を更新するものでございまして、ただ今ご質問のありました統合後の机・椅子の取り

扱いでございますが同じ規格のものを更新しますので、江南小学校また新栄小学校につきまして

も清里小学校に移動して使うと言うことで考えております。 

 

○加藤委員 

 その分を清里小学校に持って来ても、清里小学校の部分で交換すべき机・椅子が当然あると言

うことで理解して宜しいですか。 

 

○生涯教育課長 

 委員からご質問のありました通り、清里小学校に持ってきて充分使えると言うふうに考えてお

ります。 

 

○加藤委員 

 小学校の廃校に関連して、それぞれ新栄、江南の廃校でそれぞれ記念誌を作ったり、あるいは

色んなことが計画されていると。たまたま清里小学校開校１００年事業の年の翌年に、１０１年

目に向かって清里地区が一つになると言う、非常にある意味では寂しさ色んな部分が地域の中で

も或いはこれからの教育問題でも出てくるのかと思いますが、その廃校になる部分でお伺いしま

すと記念誌とか色んなことを考えている部分がある訳ですが、教育委員会として、廃校に向かっ

て地域の中で色んなことを考えている場面があると思う訳ですが、そう言う環境の中でどの程度

まで協力して行こうとか、そしてスムーズな次のステップ、これは統合してからの大きな詰めの

中で色んな経費が掛かってくる訳でありますが、統合する地域の問題に関しての経費部分と言う
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のはどの辺まで考えられているのかお伺いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 江南小学校並びに新栄小学校につきましては平成２３年３月３１日で閉校し、清里小学校に統

合すると言う運びになってございます。統合に伴います色々な経費が掛かると言う風に思われま

すが、当初予算には計上しておりませんので今後どのような経費が必要となるか充分、具体的に

詰めた上で今後の議会等に補正計上をさせて頂きたいと考えております。なお今、委員さんから

ご質問のありました地域からの要望でございますが、正式には来てございませんが江南小学校、

新栄小学校とも開校以来７０年とか９０年経つ今までの長い歴史、そう言うものを記念誌として

残して行きたいと言う希望もあるようでございますので、今後、そのような記念誌等の作成に係

る経費の一部補助等をお願いしたいと言うことが地域から出てくるのではないかと言うことを想

定しております。以上です。 

 

○藤田委員 

 加藤委員さんの関連ですが、統合するのは来年３月３１日だと言われましたが、その後に、私

も議員として言わせて頂きますが学校の後処理の関係、前に高校が閉校すると２億くらい掛かる

と言う話しを聞いた気がしますが江南小学校、新栄小学校の跡地整理、議員サイドと町民サイド

では話しが変わってくるんですね。議員サイドとしては、私自身の考えですが、何かに使えるん

じゃないかとか置いておいた方が良いとか色んな話しが出てきますが、江南、新栄、これから緑

も、これに高校とかも出て来ると思うんですね、時代に合った流れの中で。そう言う話しが出て

来たらその時点をもって、ある程度きちんと整理をするものはして行かなければ。４年も５年も

した後に壊すとか、維持管理とかを考えたら高いものに付くんじゃないかと言う気がしていまし

のでその辺の考え、地元の住民も考えは有ると思いますけれど町当局としては先に向かってどう

言う案を持っているのか、考えがあればお聞かせを頂きたいと思います。私自身としてはきちっ

と、ある程度の整理をして進んで行くと言うことでやって頂くようにお願いをいたしたいと思い

ます。 

  

○生涯教育課長 

 江南小学校の土地・建物並びに新栄小学校の土地・建物でございますが、新栄小学校の校舎等

につきましては耐震診断で危険校舎と指定されておりますので、これらにつきましては早速取り

壊しが必要だと思っております。また全ての校舎につきまして、教育関連の施設としての利用が

今のところ考えられませんので、閉校後は施設・土地ともに普通財産として町のほうに窓口とな

って頂きまして、どの様な形で利用することができるのか充分、具体的に検討した上で利用がな

ければ、今、藤田委員さんからあったように安全のためを考えて取り壊すことも一つの選択肢と

して、今後具体的に検討して行かなければならないと言う風に考えておりますので宜しくお願い

いたします。 

 

○藤田委員 

 私の考えでありまして地元では色んな意見も出てくると思います。もう１点聞きたいのは、今
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後閉校するに当たって国や道なりの予算措置、制度、そう言うものがあるんですか。 

 

○生涯教育課長 

 建設に関わりました補助金等の返還等の部分もあろうかと思いますが、閉校に伴いましては弾

力的な取り扱いがなされると言うことでございますので、今回の江南、新栄の閉校に伴います、

仮に取り壊し等があっても補助金の返還等は伴わないと言うふうに考えております。 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。３項中学校費、１目学校管理費、２目教育振興費、一括審査を行いま

す。９０ページから９２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。４項社会教育費、１目社会教育総務費、９２ページから９３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２目生涯教育費、９３ページから９４ページ。 

 

○加藤委員 

 生涯学習活動車の委託関係で、この現状、利用団体あるいは人数、あるいは目的、行先。こう

言う現状を踏まえてどう言うように重点的にして行こうとか、まとめてお聞きをいたします。 

 

○生涯教育課長 

 生涯学習活動車の平成２１年度の実績でございますが、合計で１９７件、人数にいたしまして

５千６００人、延べ走行距離数で２万７千６００キロ。利用団体別は大きく申し上げますと社会

教育関係で６７件、この中にことぶき大学が４０件入っております。学校教育関係７９件、他に

高齢者福祉、自治会関係、体育団体合わせて２５件ございます。この走行距離２万７千６００キ

ロに１キロ当たりの契約単価が３７９円とか４４２円とか、車の大きさによって単価が違うんで

すがそれを掛けた金額が約１千１００万になると言うことでございます。活動車を利用いたしま

してお年寄りから子どもさんまで広く、色んな意味で有効活用されておりますので、今後とも引

き続き同じような金額を計上し活動の交通手段として利用して行きたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 これは大型車、中型車、全部入れてと言うことだと思うんですが、乗車率といいますか稼働内

容は、実態的、例えば大型に１０人とか。ことぶき大学等の利用と言う表現もあった訳ですが、

適正な運行状態の内容になっているのか、実際の内容についてはどうですか。 

 

○生涯教育課長 
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 運行の規則がございまして、バスを利用する場合には１回１５人以上、また３００キロ以内と

言うような基準を設けておりまして、従いまして５人とか１０人とか少人数で利用すると言うこ

とはございません。また、ことぶき大学などは最近利用者が、大学に入っております人数が大変

多くなって来ていると言うようなことから、大型バスでなければ乗りきれないと言うことから大

型バスを利用いたしまして、かなりの人数が乗る中で有効に利用されております。以上です。 

 

○委員長 

 他に無ければ次に移ります。 

 ３目生涯学習総合センター費、９４ページから９５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に参ります４目図書館費、９５ページから９６ページ。 

 

○勝又委員 

 図書館費の中の備品購入費、図書購入費３６０万円計上されている訳でございますが、約２千

冊くらいでしょうか。毎年のように２千冊くらいの本を購入する代金と言う形の中で、本がどん

どん増えて置ききらなくなると言う心配と、問題は古くなった本の処分についてどう言う形を取

っておられてるのかと。図書館で雑誌類は古いものを提供していると、町民に、そのようなこと

も聞いておりますが。もう一つ、読書人口もかなり増えてと言う部分で、貸出しの関係でどれく

らいの利用があるのかと言う部分もお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 図書購入２千２５０冊ほどございます。金額で３６０万円の主な購入の分類といたしましては

子供向けの児童書が約３０％程度、文芸・文学などに係るものが約４０％、その他に法律関係と

か趣味に伴う関係のものが約３０％購入してございます。それから、毎年購入している中で本棚

が足りなくなるんではないかと言うご質問でございますが、毎年購入する雑誌のようなものにつ

いては古くなったものは読んで頂けませんので、毎年除却をして行っておりますので本棚に全く

置かさらないと言うことはございません。除却に当たりましてはきちんと台帳に整理いたしまし

て除却をしてございます。それからただ今、委員さんからありました一般町民向けに提供すると

言うことにつきましても、図書館のロビーにコンテナに入れて自由に持って行って頂く形を取り

ながら、全て廃棄することではなくして出来るだけ有効に活用しながら新しい最新の図書等を購

入すると言うことで進めております。以上です。 

 

○勝又委員 

 貸出しの状況は。 

 

○生涯居教育課長 

 平成２０年度の貸出し総数は３万３３７冊となっております。１９年度が３万８２５冊でござ
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いますので５００冊ほど減っておりますが、ほぼ前年並みの貸出しがなされていると言う状況で

ございます。以上です。 

 

○勝又委員 

 約３万冊と言うのが人口規模で多いか少ないかと言うのは私も認識不足ですが、除却している

と言う部分も含めて３６０万の購入費は他の町と照らし合わせて多いのか少ないかという、その

辺も定かではない部分ですが。図書館の取り組みの中で、色んな本を持ち寄りまして古本市とか

そう言うような形の取り組みをやられている町もあります。また、購入するだけではなく、図書

館においても良いんじゃないかと言う本、かなり個人で持っている本の数も多いので、町民がも

っと図書館に集えるような、そう言う場面を作るのも含めて検討されてはどうかと感じる訳です

けど、その辺について何かありましたら。 

 

○生涯教育課長 

 清里町が毎年３６０万円掛けて購入している関係で、例えば管内的に蔵書冊数がどのくらいの

位置にあるのかと言うようなご質問がございましたのでお答えしますと、住民１人当たりの蔵書

数は平成２０年度で１７.３８冊で、この数字は管内で７番目くらいに位置しますので中より上と

言う形になろうかと思います。また貸出し数につきましては１人当たり６.５３冊となっており、

これにつきましては１７番目と言うことで若干低いようでございます。それから３６０万円と言

う金額を住民１人当たりに割返しますと７７０円ほどになるんですが、管内的にも清里町は９番

目くらいですので、大体どこの町村も人数当たりで換算すると清里町の場合で３６０万くらいで

本を購入しているのが普通かなと思われます。次にご質問のありました一般家庭の中には読み終

わってまだ利用できる本が沢山あり、その有効活用と言うことですが、特に広報等で住民周知は

してございませんが、近年多くの町民の方からこのような本を贈呈したいので図書館で受け取っ

てくれないかと言う希望がございますので、図書館の方といたしましては図書の内容を見まして

価値のあるものについては出来るだけ多くご寄附を頂いて、本棚に並べまして多くの町民に見て

頂ける形を取っております。以上です。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 無ければ次にいきます。５項保健体育費、１目保健体育総務費、９６ページから９７ページ。 

 

○細矢委員 

１３節委託料、スケートリンク造成業務委託料と管理業務委託料で２８５万円の関係と、１９

節スポーツ少年団協議会補助、それと体育協会補助、それぞれ予算計上されている訳ですけれど、

まずお尋ねしたいことはスケートリンクを造成してるんですけれども、実際にやっている方の父

兄の方々にお話しを聞くと利用者が非常に少ない、そしてスケート少年団も無いに等しい、無い

と言うことを言っております。スケートだけではなくスキーの関係もそう言うことだと思うんで

すが、要するに、学校教育に関係して申し訳ないんですが学校自体も体育の中でスケート授業と

かスキー授業とかを取り入れていないようだと言う話しを聞いたんですが、その辺は学校に行っ

て確認してませんので分かりませんが。やはり、せっかく清里町が誇れる岡崎朋美選手も出てい
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る町でありますし、そう言う将来に向けて寂しいような話しを聞くのが残念なんですよね。従っ

て、せっかく予算化して整備される訳ですから、私は、このことについてはどちらの予算も足り

なければ充分使うようにして欲しいと思うんです。ただ普及の面で申し上げたようなことがあり

ますので、スキー教室も昔はあったんだけれども今は有るんだか無いんだか分からないような話

しも聞きますんで。その辺の実態は分かりませんけれど、そう言うふうに言う一般の方がおりま

すので。非常にスポーツ関係については疎い（うとい）と言うか取り組みが寂しいと言うような

ことで、スポーツ少年団協議会補助も６３万、体育協会補助も１２９万６千円と、それぞれ予算

を組んで使われて行くと思いますけれど、この予算が活きるよう活動して欲しいなと、そんなこ

とも含めて実態はどうなっているのかお尋ねしたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 最初に委託料のスケートリンク造成業務委託料２４０万円と管理業務委託料４５万円について

お話しをいたします。スケートリンクにつきましては１２月に雪が降ったころからスケートリン

クの造成に掛かって頂きまして、出来るだけ、１月上旬から２月の１５日くらい迄、氷が融ける

迄の間を４００メートルコースのリンクを作って頂き管理して頂くと言うことで委託をしており

ます。またスケートリンクの横に小屋があるんですがその管理の関係、水道や電気の点灯・消灯

関係等を含めて４５万円を委託で組んでいるところでございます。利用者の関係もありますが、

平成２０年度は２月上旬でスケートリンクの閉鎖をしたところでございますが、平成２１年度は

２月１５日迄、利用期間も長くいたしまして少ない子どもさんでも期間を長くして少しでも多く

滑って頂きたいと言うことで実施をしたところでございます。ただ、本年度残念だったのは３町

のスケート大会が吹雪のために出来なかったと言うことで利用者の人数は若干少なかったのかと

思っております。次にスポーツ少年団の６３万円と体育協会１２９万６千円についての概要をご

説明いたします。スポーツ少年団には現在２００名を超える構成員がおりまして、各種スポーツ

大会とか少年団協議会の交流会とか色んな事業の中にこの６３万円が有効に使われておりまし

て、スケートを始め陸上とか色んな部分での活躍がなされております。加入団体では１１団体で

ございます。また体育協会の１２９万６千円につきましては２０年度でございますが１５団体７

００名が体育協会に加入をしておりまして、事業といたしましては主催事業として町民皆に集っ

て頂いておりますスポーツフェスティバルや斜里岳ロードレース大会、後援事業といたしまして

は自治会のソフトボール大会やミニバレーの大会など幅広く町民に関わって頂けるスポーツを実

施して頂いているところでございまして、その事業に対しまして、ここに掲げている金額を計上

させて頂いているところでございます。先ほど委員の方から質問がありましたスポーツ人口が減

っているのではないかと言うことでございますが、これは児童生徒数も減っていることから確か

に減っているとは思いますが、本年度で見ますとスケートリンクも各学校のスケート授業の中で

有効に使われております。ただ、江南小学校のついてのみスケート授業をしないでスキー授業に

重点を置いてやっていると言うこともございますが、子どもの人数が少なくなっていることでス

ケートリンクにいる子どもさんの数が少なく見えるかとも思いますが、それぞれの学校で充分ス

ケート授業に取り組んでございますのでお知らせをいたします。また、スキー教室などが行われ

ているかどうかと言うことでございますが、これにつきましても例年通り継続して実施しており

ますし、スキーの２級とか３級とか級別の検定試験等も実施しているところでございます。以上
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説明を終わります。 

 

○細矢委員 

 そう言うことで、やられていると言うことであれば宜しいんですが、聞こえてくるのは私が先

ほど申し上げたこともあると言うことで、やはり取り組みをして頂きたい訳ですが、スケートリ

ンクも、私も冬の間トレーニングセンターに行きます。月曜日は休館日ですから土曜、日曜は必

ず行きます。ですが、このスケートリンクがそう使われているかと言うと使われている気配が無

いんですね、土曜、日曜。だから私が申し上げたんです。それともう一つ、延べ人数、どれくら

い使われているか、参考までに。使われていないことが悪いと言う訳じゃないけれど、使って頂

くようにして欲しいからお尋ねする訳ですが、いずれにしてもそう言うことでスポーツ普及を考

えて行かないと、将来的には社会に出ましてもそのことが非常にプラスに、色んな面でプラスに

なる部分が非常に出て来る訳です。人間形成の上で非常に大事な、だから私が申し上げている訳

ですけども、その辺も組んでこれからの、答弁は別にして、先ほどの延べ人数は聞かせて欲しい

訳ですが、やはり取り組みを強力にして学校、その他の団体とも連携を持ちながらやって欲しい

と要望を申し上げておきます。その延べ人数はどれくらいありますか。 

 

○生涯教育課長 

 今、手元に２０年度と２１年度の数字がございますのでお知らせをいたします。２０年度の延

べ利用者数は１千１０８人、スケートリンクを解放した日が２４日。２１年度につきましては延

べ利用者数は２千７３人、解放日数が２８日となっております。以上です。 

 

○中西委員 

 保健体育総務費の中でお聞きしたいんですが、８節の報償費の中で報償金と報償品、９万８千

円と２２万７千円、この算定基準はどんな風になっていますか。 

 

○生涯教育課長 

 報償金の９万８千円は水泳教室やスキー教室などに係る講師謝礼金でございます。１時間１千

円と言うことで出役して頂きました講師時間に合わせて９万８千円を計上してございます。次に

報償品の２２万７千円は水泳大会やマラソン大会等各種大会の入賞者に対するメダルの金額、併

せまして児童生徒のスポーツ奨励賞などに該当する方に対して渡す記念盾の金額が合わせて２２

万７千円となっております。以上です。 

 

○中西委員 

 この教育関係では報償金、報償品というのは、９３ページにも報償金３３０万円、報償品１５

万円ありますね。何箇所か教育関係で報償金、報償品とありますね。講師を呼んだり奨励すると

言う項目だと思うんですね。その中で私が言いたいのはメダルとかは出していると思うんですよ。 

各スキー大会、水泳大会、そのメダル数、大体当たるように出しているのかどうか。先ほどのお

話しにもありましたが確かに各大会に数が少ないんですよ。ですから予算も減ってくるかと思い

ますけれど、これを楽しみにしている方もいるんです、子どもたち、少年団もありますし、野球
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でも全てそうだと思います。岡崎朋美さんがオリンピックに出て国を挙げて、町を挙げて応援し

たのと同じように、この町内の大会であっても子ども達のために、家族、監督、指導している皆

さんも応援してると思うんです。そのための賞状なり盾なりメダルだと思う訳です。このメダル

の事についてなんですが、私もスキー大会、水泳大会色々出ておりましたし、今まで体育協会の

方もやらして頂いて、もう少し色を付けてと言うか、そう言う気がするんです。そんなお考えが

あるのかどうか。今回のように岡崎朋美さんが世界の頂点を目指して頑張られたと言うことで皆

で応援したと同じように、我々も小さい子どもが一生懸命頑張っていることに対しては、もっと

もっと、もう少し応援してあげたらいいんでないかと言う気がします。今、どなたか言いました

けれど、スケートリンクは使ってないんじゃないか、スキー場があっても使ってないんじゃない

か。少ない数でもやっている子ども達がいれば、背中を押して応援してあげると言うのが私たち

大人の責任だと思いますし町の責任でもあると思います。と言うのはメダルですね、教育長も課

長も大会に出ておられていると思いますが、賞状も渡しておりますが、メダルの時にこう言うお

話しがあるんです。前はメダルに紐が付いていたんですね。表彰台に上がって写真を撮ったり、

喜んで頑張ったなと、してあげていたんですよ。あの事をもう１回してあげなければ駄目だと思

うんですよ。小さいメダルをただポッと渡すんじゃなくて首に掛けて、オリンピックもそうでし

ょ、ウイニングランや首に掛けてやる。清里の子ども達にも、岡崎朋美さんに続きたいと言う子

ども達にああいう喜びの姿を与えるのが、それが清里町に住んで良かった、思いやりのあるまち

づくりだと言うことだと思うんですよ。幾らでもないでしょ、紐をつけるくらい。１、２、３、

６位まで表彰台がありますね。その中で３位までしかメダルは出さないでしょ。賞状は出します

が。その１、２、３位まででも少なくともメダルを首に掛けて、大会の主催者が良く頑張ったな

と。こうやる必要があると思います。小さいメダルを渡すんじゃなくて、３町大会はメダルも出

てないんですね、ご承知の通り、ただ賞状１枚だけなんです。やはりメダルを持って行って兄弟

にも見せて、お祖父ちゃんやお祖母ちゃんにも見せて。メダルの紐と言いますか何と言うんでし

ょうかリボンですか、そんな金額ではないと思うんです。それでこの各科目を調べてみたんです

が、大した金額でないけども、そういう心遣いと言うものが、もうちょっとして上げれば、もっ

つともっとスキーもやるだろうしスケートもやるだろうし、物で釣ると言う訳ではないけれどそ

う言うのが楽しみだと。岡崎さんが感動を与えてくれたと同じように夢を与えてくれたと同じよ

うに、清里の子ども達にそれはやってあげるべきだと思いますが、それ位の、何十万、何千万の

予算じゃないと思いますので。課の予算でリボンくらいは買えるかと思いますが、どうでしょう

か。水泳大会なり各種スポーツ大会、子ども達の大会にこの報償品の中にあろうかと思いますが、

お考えがあればお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 ただ今前段にありました、９３ページにも同じ報償金、報償品があると言うことでございまし

たが、これは成人式とかの関係でお渡しするものでございまして、科目によってスポーツ団体、

また文化団と言うふうに分けてございますので、同じものではございませんのでご説明申し上げ

ます。それから今言われましたメダルの件でございます。金額的には前年度から下げているのも

のではございませんが、中西委員さんから言われた通り、同じメダル１個もらうにしても心から

祝福してあげることによって子どもが励みになって、また今後さらに努力、精進すると言うもの
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になるものでございますので、予算の範囲内で子ども達に喜んで頂けるように、より一層励んで

努力、精進する形になるように今後検討して参りたいと言う風に思います。 

 

○中西委員 

 保健体育総務費ですが、この中でお話ししようか中学校費で聞いてみようかと思った訳ですが、

加藤委員の一般質問の中にもありました予防医療のことで中学生の子宮頚がんのお話しが出て、

答弁の中では中学生の子宮頚がんに対するワクチンで病院に行ってもらうのは町としては出来な

と言うことでしたが、私個人としては出来れば、プライバシーの問題もあろうかと思いますが、

ご承知の通り２０歳前、若ければ若いほど良いと言うことで。この子宮頚がん、この保健体育総

務費で話して良いのか中学校費で話したら良いのか分かりませんので保健体育総務費でお話しし

ていますが、社会教育の中で考えて良いんじゃないかと。女性が、これから子どもを産んで行く

１女性が正常に、出来るものであれば１日も早くと言うことで病院へ行った人に、行きなさいと

言うことではなく、行った人には補助をすべきだと思います。斜里町では決めてますね。勇気を

持っていると思います。清里ではこの間のお話しでは無理じゃないかと言うお話しでしたが、や

はり清里に住んでて良かったと言う思いやりの町であるならば、教育委員会で判断できるかどう

か分かりませんが中学生の女性の方に、そう言う気持ちがあれば病院に行ってきちんと診てもら

うと言うことは、私はこれからは大事なことだと思いますがどうでしょうか。 

 

○総務課長 

 過日、加藤委員の方から一般質問を頂きまして町長からご答弁申し上げた通り、当町において

も早期の段階でこう言ったワクチンが開発されたと言うことを掴みながら具体的な検討をさせて

頂きました。ところが、やはり現実的な問題として産婦人科医等専門医の近隣町村における状況、

さらには中西委員からありました通り個人個人のプライバシーの問題、そう言ったことでなかな

か解決しなければならない課題が何点かあると言うことで、当町においても前向きな方向で今後、

これをしないと言う意味では無くさらに検討を加えて行くという方向で、それぞれの状況につい

ての再把握を行ってございますので、そう言った意味でご理解頂ければ大変有難いと、このよう

に考えてございますし、当然、保健当局やまた教育委員会との連携、こう言ったものを充分取り

ながら内容的な検討を継続的に加えて参りたい、かようにご理解頂きたいと存じます。 

 

○委員長 

 大変申し訳ないですが科目が違うので、この科目で取り上げない方が良いかと思っております

が。 

 

○中西委員 

 社会教育、保健体育の関係としてお話しをさせて頂いたんですが、検討すると言うのはやらな

いという言葉で。今はやるという言葉があるから検討すると言うことは信用したいのですが、や

はり１日でも早く、検討してます検討してますと言うことになったら極端なことを言ったら何年

経っても検討してますと言うことになってしまいます。速やかにやれと言ってもそれは無理な話

しもあるけれど、私の希望としては１日も早くそう言うような方向に清里はなって貰いたいなと
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言う気持ちでございます。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に進みます。２目清里トレーニングセンター費、９７ページから９８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。３目町民プール費、９８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります 。４目札弦トレーニングセンター費、９８ページから９９ぺージ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 無ければいきます。５目スキー場管理費、９９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 無ければ次に移ります、６目学校給食センター費、９９ページから１００ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで説明員交代となりますが、質問漏れございませんでしょうか。 

 

○田中委員 

 短く終わります。ちょっと一言、言わせて頂きたいんですが、予算には載っていない訳ですが、

今回の教育行政執行方針に、安全な教育環境でのびのびと学習できる条件を整備することは行政

の重要な役割であると言っておられる訳でありまして、今回、中学校１年生の父兄なのか全体の

ＰＴＡからなのか要請書が提出されて、その中の回答として４０人学級の学級編成は国が定めた

基準だと言うことで、これは国の責任でもあるし今後とも国に要請をして行くと言うことであり

ました。私も一般質問をした訳でありまして余りしつこく言いたくありませんが、しかしながら、

こう言うことは想定できた訳でありまして、言うまでもなくこれは１００％国の責任だから知り

ませんよと言うことでは無いと思うんですが、やはりこれも教育委員会、行政の責任も充分ある

と思うんです。今回私も非常に残念だったなと思う訳ですが、その回答については。そう言った
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中で国の責任であるから今後とも要請する、それ以外についても回答の中にもあった思う訳です

が、その解決策については具体的な考えが教育委員会としてあるのかどうなのか、そこら辺につ

いてお伺いしますので考えがあったらお願いします。 

 

○教育長 

 ただ今の多人数学級の関係でございますが、過般、中学校のＰＴＡの方から多人数学級解消の

要請があって教育委員会で方向付けをし、ご回答を申し上げたところでございます。議員各位と

も懇談会等でお話しを申し上げた通り、今後の推移を見ますと全ての学年が遠からず同じような

状況になると言うようなことで、その中で町単独で全ての学年に少人数学級をやると言うことは

非常に課題があると。今、田中委員がおっしゃられた通りこの問題は早くから私たちもこう言う

状況になると言うことで国に対して早期の３０人学級と言うことで要請をしているところでござ

いますが、残念ながら現在までそのままの学級編成の状況で来ていると言うようなことでありま

す。新聞等報道によりますと現政権においては早期に少人数学級、学級編成基準を改正すると言

うようなことも言われておりますので、そう言う動向を見ながら教育委員会としても国に、道と

歩調を併せて早期の少人数学級に取り組んで頂けるよう要請をして参りたいと言うふうに考えて

おります。 

 

○田中委員 

 それは分かった訳でありますけれど、こう言った要請、新聞でも報道された訳でありますが、

ここ何年かだと思うんですね、ずっとじゃないと思うんです。そう言った中で本当に前向きに子

ども達のために良い環境で伸び伸びと学習できる、大きな問題が起きない内に充分に前向きに検

討して進めて頂きたいなと、このように要望して終わりたいと思います。 

 

○藤田委員 

 ことぶき大学と老人クラブの関係についてまず聞かせて頂きたいと思います。まず老人クラブ

は何箇所あるのかその点聞かせて頂きまして、そして何人入っているのか。市街の方より農家関

係の方が少なくなってきていると。理由は俺は年取っても入らないと言う人がかなり居るような

話しを聞いているんですけれど、その点についてちょっとお伺いします。それとことぶき大学に

つきましても先ほど課長は沢山入っているようなことを言っておりましたけれど、実態はどのよ

うになっているのか。何故このようなことを質問するかと言うと私も今６１になります。私もあ

と４、５年たつと現役が終わりますのでそのような会に入って行きたいと思っているんですが、

今の７０くらから６０前後のお年寄りをこれから町当局としてはそろそろ何かの方策で、教育長

もいつも言っておられますが未来に向かって進んで行くんだと言いますがそう言う時期が来たん

じゃないかと、何年か前も言ったことがありますが、その辺のものの考え方を持っているのかい

なのか、その辺から聞かせて頂きたいと思います。また次の機会にお話しさせて頂きますがそれ

だけ聞かせて下さい。 

 

○委員長 

 １２時が過ぎましたけれど、教育費の関係については続行して進めさせて頂きたいと言うよう
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に思います。 

 

○生涯教育課長 

 老人クラブにつきましては８団体、構成員２４５名いらっしゃいます。それからことぶき大学

につきましては６３名おりまして、先ほどすごく人数が多くなっているという言い方をいたしま

したが、特に出席率が９０数％と言う高い率で出席して頂けておりますので、毎週来て頂く人数

が大幅に増えていると言うことでございます。ことぶき大学につきましては現在６０数名おりま

して、平均年齢が約８０歳になっております。それで９０歳近くでも元気に来て頂いている方も

おりますし、現在６０歳から入れるようにしておりますが若い人が入って来ない中で高齢者の集

まりと言う状況にも成りかねませんので、やはり年代をある程度下げて若い人も入って頂きなが

ら、高齢者同士の年配者の方との交流を図って行くと言う考え方もしておりますので年齢は６０

歳以上と言うことで今後も続けて行きたいと思っております。 

 

○藤田委員 

 私達たちが１０数年前四国に視察に行った時に、緑清荘くらいところをお年寄りが館長をして

運営してるんですね。その時に１千８００人くらい居たと言うけれど温泉をただにして、それか

ら陶芸とか踊りとかカラオケとか色んな、お年寄りに運営させているところがあって、はっきり

言いますけれど温泉代は６００数十万円町がただにして、７０歳以上入れたら病院代で７千万違

うと、そこの町長が言っておりましたけれど。だんだん健康第１で、私自身もあと４年したら定

年になりますので、この前たまたま太田さんが家にわざわざ来て、藤田さん検診に行きなさいと

言われて行ってきたら、行かないより行って検査してきたほうが良かったですね。だから先ほど

太田さんに徹底してやりなさいと言ったんです。これからお年寄りが数多く入る政策を何か持っ

てやって頂く時期が来たということだけご指摘をしておきたいと、このように思います。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ暫時休憩いたします。１時まで休憩いたします。 

休憩 午後１２時０５分 

再開 午後 １時００分 

○委員長 

 それでは休憩を解いて審査を開始します。 

 １０款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子、一括して審査を行います。１０１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１１款予備費、１項予備費、１目予備費、１０１ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に移ります。給料費明細書、１０３ページから１１１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次、債務負担行為、１１２ページから１１５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次、地方債。１１６ページから１１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ説明員交代となりますが、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

それではここで暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を開始いたします。 

一般会計、歳入、１款町税、１９ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。２款地方譲与税、２０ページから２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に移ります 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、

一括審査いたします。２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次行きます。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、一括し

て審査いたします。２２ページから２３ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次行きます。９款地方交付税、２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１０款交通安全対策特別交付金、２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１１款分担金及び負担金、２３ページから２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長  

無ければ次に移ります。１２款使用料及び手数料、２４ページから２６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１３款国庫支出金、２６ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１４款道支出金、２９ページから３１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１５款財産収入、３２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。１６款繰入金、１７款繰越金、一括して審査します。３２ページから

３３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります１８款諸収入、３３ページから３４ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無ければ次に移ります。１９款町債、３４ページから３５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無ければ説明員交代となりますが、質問漏れはございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を再開いたします。 介護保険事業特別会計、歳出、２１ページから２５ペ

ージ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ歳入、１３ページから１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次行きます。国民健康保険事業特別会計、歳出、２３ページから３０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次行きます。歳入、１５ページから１９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次行きます。老人保健特別会計、歳出、１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次行きます。歳入、１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次行きます。後期高齢者医療特別会計、歳出、１９ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（澤田伸幸） 

無ければ次に移ります。歳入、１３ページから１５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

  

無ければ次に移ります。簡易水道事業特別会計、歳出、１７ページから１９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。給与費明細書、地方債まで一括審査いたします。２０ページから２８

ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ歳入、１３ページから１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 続きまして農業集落排水事業特別会計、歳出、１７ページから１９ページ。 

（「なし」との声あり） 

  

○委員長 

 無ければ給与明細書、地方債、一括して２０ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に行きます。歳入、１３ページから１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次に行きます。焼酎事業特別会計、歳出、１７ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に行きます。給与費明細書、２１ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

無ければ次に行きます。歳入、１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 特別会計全般にわたって質問漏れございませんでしょうか。 

 

○細矢委員 

 ちょっと聞いておきたいと思うんですが、農業集落排水事業の１４ページの歳入で、生産物売

払収入２万円、前年度同様に見ているんですがこの事業関係については、かなりあそこの建設費

などでお金が掛かっている施設なんですが、前年度と同様の２万円程度の収入見込みと言うこと

なんですが現状は、今どうなっているんでしょう、発酵させてる量とか。２万円しか収入が見込

めないものなのかお尋ねしておきたいと思います。 

 

○建設課長 

 細矢委員のご質問でありますけれど、今、第１施設と札弦の第２施設から汚泥が出る量、併せ

まして年間２５０トン程度が排出されております。それを堆肥化している訳でございますけれど、

効率良く発酵が進むと言うかバクテリアが分解すると言いますか、そう言うこともあって実質出

来ているのが約８キロ詰めで３００袋と言うことで２．４トンくらいになっております。その内

販売が２００袋、そして公共施設等に１００袋使わせて頂いておりますので、販売分につきまし

ては２００円で販売しておりますので、失礼しました予算は１００袋分の２００円でありますけ

れど最終的に２００袋売れれば決算は４万円になる予定でございます。予算は２万円ということ

で計上させて頂いております。 

 

○勝又委員 

 進みが早くてついて行けなかったんですが、国民健康保険の関係でちょっとお伺いしたいと思

います。今回保険税の上限額が改正になると言う部分なんですが、度々国保の関係については基

金を取り崩して赤字状態を、収支が合わない部分になっている訳で。将来的にも会計としてきち

んと運営出来るのかどうなのか、今回の上限額の改正も含めて収支が取れて行けるのかどうなの

かと言う部分、そこら辺についてお伺いしたいなと思います。 

 

○町民課長 

今回の限度額の引き上げの関係では、収納率は１００％でありませんけれど、２１年度の金額

で積算をしますと約５００万円程度が、限度額の人が上がると言うことになります。それでご質

問の通り今の基金３千５００万についても一般会計から繰り入れて頂きまして、それを一般会計

に戻さないで今積んでございます。本年についても先日の補正でご説明しましたが、とりあえず

法定外で繰り入れてもらった内の２千万はお返ししましたけれども、１千万についてはそのまま

と言う形で。今、最後の支払いが来月ありますのでその後でないと確定しませんが、基本的には

２０年の多くの医療費から見れば少し落ち着いておりますけれど、それほど余裕のある状況では

ありません。そのようなことで、基金についても今のところは、皆さんから頂いた保険税等々の
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中から積み立てをすると言う形に未だ残念ながらなっておりません。やはり、基金についても医

療費の増加等を考えますと一定程度の金額が必要だと思いますし、今後医療費がどのようになる

のか安定してくれれば良いんですが、２０年のような事がありますと大変な状況にもあるのかな

と。今後の医療費について一喜一憂、注視しているところでございます。 

 

○勝又委員 

余裕のある状態ではないと言うことを聞いた訳ですが、今回の限度額も含めまして経済的に低

迷している状況の中で、いわば税負担が大きくなって行くとなかなか町民も辛い部分があると思

うんですね。その中で将来的にも余裕が無いと言うような部分で、何か改善策というか、そう言

う部分で考えがあればお聞かせ願いたいと思います。 

 

○町民課長 

いずれにしても歳入は、保険税について限度額は国で決められておりましてその中でやって行

く訳でございますけれど、限度額と言うのは、例えばこの数倍保険税がまともに計算されても限

度でそれ以上は支払いしなくても良い訳です。それ以上はもう頂けない訳です。と言う形で、今、

保健福祉課とも連携してやっているのが何とか高血圧なり糖尿病、人工透析にならないように血

圧の高い人とか糖尿関係で投薬で済んでいる人が人工透析にならないように、人工透析をします

と大まかに言うと約５００万円近く年間の医療費が掛かるもんですから、その内の全部が国保負

担ではありませんが、一番気を遣って保健福祉課とも連携を取りながらやっているのが、何とか

人工透析にならないような形で予防して医療費を押さえて行こうと。それから今まで通り検診、

指導についても保健福祉課と打ち合わせしながら、一人一人訪問した時にその家族全体の指導が

できる形、レセプトについても保健福祉課の方に持って行って保健師さんが普段家庭訪問の時に

見られるような形を取っておりますので、何とか支出の関係で成果が現れてくれればなと、この

ように思っております。 

 

○勝又委員 

今、人工透析が５００万円も掛かるということで、私も認識不足でしたが、そう言う部分で予

防対策も含めて、特会の中でも気がかりな部分で将来的にも、そんな事も含めて今おっしゃられ

た町民の健康管理含めてご尽力賜りたいと、一つ宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

他にございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければこれを以て終わらさせて頂きます。続いて総括審査でありますけれども１時３０分ま

で休憩をして、その後総括審査を行います。 

休憩 午後１時１７分 

再開 午後１時３０分 
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○委員長 

ただ今より総括審査を行います。 

会計全般に亘って行います。 

○勝又委員 

総括と言うことで時間を頂きましたので質問したいと思います。予算全般で色んな形で質問が

出ましたので出つくした部分ですが、私が当番のようで１点お伺いいたします。今年、第４次の

清里町総合計画後期５ヵ年計画、今年度が最終年度なる訳でございます。その中で昨年度より第

５次の清里町総合計画の策定準備を進めていると。執行方針の中でも３０名の委員による策定審

議会、その中において現計画の評価なり反省、新計画の課題と方向、そのようなことで進めてい

ると伺っております。そう言う部分で、それらの評価を捉えて第５次総合計画策定となると思い

ますが、まとめとして、どのような形で出て来ているのかなと。その辺についてお伺いします。 

 

○町長 

 お答え申し上げます。現在作業中でありまして、今、取りまとめの最中であります。前期の反

省に基づきまして委員さんに色々審議をして頂いてる最中でありまして、詳細につきまして総務

課長の方から答弁させます。 

 

○総務課長 

 全体的な総合開発審議会、臨時委員も含めた策定審議会の現在までの進捗状況について、かい

つまんで概要をご答弁申し上げたいと存じます。昨年７月３日に総合開発審議会へ第５次の計画

について諮問を申し上げた後、その後臨時委員の公募を行ってございまして９月２４日に第１回

の策定審議会を行った中におきまして、臨時委員１５名の内、５名の公募委員を含めまして全体

で３０名の構成で作業をスタートさせている。そう言った状況でございます。９月末におきまし

ては全体的な研修会を１回開催した後、１月２９日まで４回にわたる策定審議会の開催をして頂

いてございます。前段の捌きとして役場庁舎内における内部的な企画委員会の中において、全体

的な第４次の事業等施策の反省評価の原案を作りまして、そう言ったものを参考資料としながら

それぞれ総合開発審議会策定審議会の方に提示した中、３回にわたる具体的な後期５ヵ年におけ

る内容の施策の展開における反省的なもの、具体的なもの、こう言ったものの取りまとめを行っ

て頂いた。こう言った経過でございます。なお１月２９日の第４回の策定審議会におきましては、

具体的な基本構想の策定や計画段階に入ると言う形も含めまして４つの専門委員会を構成して頂

くとともに、会長、副会長を含んだ専門委員会の委員長のもとによる基本構想、そう言った専門

委員会を構成しながら４月以降、具体的な内容の詰めに入っていく、このような段階に立ってご

ざいますのでご理解頂きたいと存じます。 

 

○勝又委員 

 役場内部の企画委員会の原案を以て、さらに４つの委員会で検討されている、そのような部分

でお伺いした訳であります。前期の計画の中では人と自然がともに躍動するまちを将来像として

と言う、一つのうたい文句の中でスタートした訳であります。そんな中で潤いと豊かを感じるこ

とのできるまちづくり、概ねの達成が出来たのではないかと、私はそのように理解する部分です
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が新たなまちづくりの基本指針として、第５次の清里町総合計画に向けての町長の抱負がありま

したら述べて頂きたいと、お願いしたいと思います。 

 

○町長 

 いずれにしましても、今、進捗中でありまして、1 番注意をしなければならないのは世の中の

動きがガラッと変わってしまった訳でして、そう言うことにも気を用いながら更に清里町が進展

できるような計画、それともう一つ心配いたしておりますのは、これから財政状況が益々窮屈に

なることも想定される訳であります。国の国債発行額も限度に来ているような状況も報道されて

いる訳でありまして、いずれにいたしましても住んでいる人々、住んでいる町民の皆さん方が誇

れるようなまちづくりが出来る、そう言った計画にしたいという、現在のところそう言ったこと

しか言えない訳でありますけれど。 

 

○勝又委員 

 財政状況等心配な要素が沢山あると、そう言うような部分と昨年政権も変わりまして政治の流

れも変わりました。そう言うような中では新たな第５次総合計画の指針を作るのは大変な作業か

と、このように把握するところでございます。町政執行方針の中にも行財政改革なり、まちづく

り重点事業の推進と言うことを述べられておりますが、第４次の清里町総合計画を踏襲したよう

な形の中での、大きく変わる部分は無いのかと、そのように感じて理解する部分でございます。

1 番大事なのは、町民との間のきちっとした共通認識の中でまちづくりが推進されるような形、

これが１番望ましい部分であって、意識の中に乖離というかかけ離れた部分があると、なかなか

うまく行かない部分なのかと。こう言う部分では第４次の計画は連動する自立計画も含めて町民

とうまく進めて行ったんじゃないかと思う訳でございますが、第５次につきましても、新たな第

２期自立計画の中間年を迎える訳でございますが、整合性のきちっと取れた形でまちづくりが展

開されることを強く要望したいと思います。その辺につきまして何かありましたらお願いします。 

 

○町長 

 これからの時代背景を考えますと、ご質問にありますように町民との色んな関係のふれあいと

言いますか、同じ考え方を持ったまちづくりの進め方することが非常に大切でないかと思ってい

る訳であります。丁度今から４、５年前になりましょうか、合併の動きが非常に盛んな頃、国、

道も市町村の合併ということを強く進めた時期もあった訳でありますけれど、その時に清里町は

各地域で住民対話懇談をしながら、その中の意見の集約として自立と言うことが決まった訳であ

りますし、そう言うことから現在に向かっている訳でありまして、その時の気持ちを忘れず今回

の新しい第５次総合計画につきましても住民と一体となるような、そう言った計画になるような

事を望んでいる訳であります。いずれにいたしましても、今、色々作成中でありましてこれから

議会の皆さんとも綿密な協議がされる時期が来ようと思いますので、それまでに取りまとめをし

て行きたいと、そのように考えているところであります。 

 

○勝又委員 

 その事に付随いたしまして、恐らく第４次で設定しました１０年間とこれから新たに作る第 5
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次の１０年間、かなり大きく町の中身というのも様変わりするような気がするんですね。低迷し

た経済状況、それとご存じのとおり町の中もかなり止める店も増えてと言う形の中で、そう言う

部分での衰退と言うのは避けられないのかなと、このように感じるところです。それに付け加え

ましてどんどん高齢化が進み３０数年くらいの推計では人口も４千人を切るようなことになる

と、その辺も含めまして色んな課題が山積されていると思いますが、全てのことをクリアーして

やって行くのは大変なことかもしれませんが、今町長が述べられたように町民と一体になった形

のまちづくりと言うものを一つの指針として作って頂きたいと、このように申し上げて終わりた

いと思います。 

 

○委員長 

 他にございませんでしょうか。 

 

○田中委員 

 総括と言うことでお聞きいたします。今回、一般会計４２億４千万、特別会計を含めまして５

６億９千万と言ことで計画がなされている訳であります。第４次総合計画後期５ヵ年計画の最終

年度と言う事で町長の執行方針の中にも教育環境の整備、また地域振興対策、また健康づくり、

継続事業や新たな事業を設けて力を入れていることが見えている訳であります。２点ほどお聞き

しますがまず１点目、焼酎の在庫の適正化それから商品販路の見直し、その辺はどう言う風な考

え方なのかこの点をお聞きします。 

 それから最近聞いた話しで気になっていることがある訳でありますが、わが町の第１次基幹産

業は農業でありまして、農業の後継者は、昔から言われている訳でありますが、実際の数字は把

握していない訳でありますが、農家戸数が約２３０戸と言う中で２５歳以上なのか不明確ですが、

結婚されていない方が６０数名入いると聞いてびっくりした訳ですが、そう言った中で農業担い

手育成協議会もある訳ですが、うちの農業は相手がいないと、１人ではなかなか難しい面がある、

最終的には離農せざるを得ないと言う状況に追い込まれると思う訳です。うちの町も今、移住定

住、交流人口の増、関係機関色んな努力がなされている訳でありますが、まず第１に今住んでい

る人たちが減らない施策が大事だと思う訳でありまして、話しに聞きますと定年になってここで

過ごす訳ですが、ある程度の年になると娘さん、息子さんのところに行ってしまうと、そう言う

のもちらほらと最近は聞く訳です。先ほど言ったように農業の後継者に嫁がいない、こう言う現

実が深刻になって来ております。そう言った中で何か施策があればお聞きしたい。それと農業委

員会の担い手育成協議会にも担当者はおられると思いますが、そちらの方でも何か考えておられ

るのか、その辺を含めた中でお聞きしたいと思います。 

 

○町長 

 焼酎につきましては従来から色々ご心配をお掛けしている訳でありますけれども、ここ数年、

醸造している訳でありますけれど売れ行きが落ち込んで来てご質問のように在庫が少し残ってい

ると。そう言うこともありまして今年度につきましては在庫調整と言うことも考えまして醸造量

を減らした訳であります。１番難しい販路の関係でありますけれど、それぞれ知友人を通じるあ

るいは商売の色んな機関を通じながら販路の拡大に努めている訳でありますけれども、なかなか
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難しい問題がありますし、継続しないと言う問題もありまして、これから考えて行かなければな

らない事項と思っている訳でありますけれど、何かきよさと焼酎を特化するような考え方でやる

方法はないか、そう言ったことも今色々、内部的には検討している最中でありまして、いずれに

いたしましても何とか前年を下回ることの無いような販売、こう言った時期が早く訪れてくるこ

とを願っているところであります。私から言うのもおかしな話しでありますけれども、議会の皆

様も何か良い方法があればお教え頂ければ本当に有難いなと思っている訳でありまして、職員も

一生懸命、今努力をしている最中であります。 

 それと２点目の結婚の関係につきましては非常に難しい問題でありますけれども、農業委員会

の皆さんが色々ご尽力されていることに本当に心から敬意を表する次第であります。結婚の問題

は農業に限らず商業もそうですし、あまり言うと叱られますが役場の職員もそうですし、この頃、

本当に結婚しない人が増えてきている訳でありまして、これも世の中の流れかなと、そんな感じ

もする訳でございまして、個人の生活がし易くなった時代背景もあるのかなと、そんな感じもし

ている訳でありまして。ですけれど農業の場合は後継と言う問題もありまして深刻な訳でありま

すから、今、３町あるいは２町で本州の方と交流している訳でありますけれども、１人でも多く

の方々が清里町に来られることを望むだけでありまして、非常に頭の痛い問題であります。田中

委員と認識は全く同じだと思っておりますので、何か良い方法が見つからないものかと、そのよ

うに考えているところであります。 

 

○田中委員 

 町長の答弁を頂いた訳でありますけれども、焼酎に対しても今まで色んな部分、担当課、また

職員、全体的に色んな努力をなされて来た訳でありますけれど、そう言った経過の中で今回焼酎

の醸造量を少なくして、やはり無理をしても駄目なものは駄目、駄目という言葉はふさわしくな

いですがそう言う中で在庫の適正化、やっぱり１番大事であろうと考える訳であります。そして

農業者の花嫁問題、これらも農協辺りにももう少し力を入れて頂いて、行政の方からも気合を入

れて、農協側にも協力してもらう体制。人間と人間との関係と言うことで非常に難しい訳ですが、

何らかの形で、このまま仕方ないでは人口減にもつながるでしょうし、是非、一つ努力をお願い

したいと、このように思う訳であります。 

 

○委員長 

以上で総括審査を終わります。 

 これで全ての審査を終わります。 

 

○委員長 

 以上をもちまして、平成２１年度各会計予算審査を終了させて頂きます。 

 委員各位並びに理事者、職員各位に対し、２日間、審査運営に協力頂きました事に対し厚くお

礼を申し上げます。審査中に各委員から出されました意見等につきましては今後十分に検討され

ますよう、本年度の予算執行において、また明年度以降の予算に活かされますようお願い申し上

げます。政治・経済情勢など大変厳しい時代を迎えております。町民の幸せ向上のため一層の工

夫と努力をご期待申し上げまして審査終了のご挨拶といたします。どうもご苦労さまでした。 
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○委員長 

ここで暫時休憩します。 

 町理事者、職員は退席を願います。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 各会計予算の審査が終了しましたので、採決をしたいと思いますがご異議ありませんか。  

（「異議なし」との声あり） 

      

○委員長 

異議なしと認めます。 

 これより各会計ごとに採決します。 

 この採決はいずれも挙手によって行います。 

 

○委員長 

  議案第３０号 平成２２年度清里町一般会計予算を採決します。 

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第３０号 平成２２年度清里町一般会計予算は原案のとおり決定する事にし

ました。 

 

○委員長 

 議案第３１号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計予算を採決します。  

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第３１号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計予算は原案のとおり決

定する事にしました。 

 

○委員長 

 議案第３２号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。  

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 
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 したがって、議案第３２号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算は原案のとお

り決定する事にしました。 

 

○委員長 

 議案第３３号 平成２２年清里町老人保健特別会計予算を採決します。  

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第３３号 平成２２年清里町老人保健特別会計予算は原案のとおり決定する

事にしました。 

 

○委員長 

 議案第３４号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。  

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第３４号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算は原案のとおり

決定する事にしました。 

 

○委員長 

 議案第３５号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計予算を採決します。  

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第３５号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計予算は原案のとおり決

定する事にしました。 

 

○委員長 

 議案第３６号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算を採決します。  

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第３６号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は原案のとお

り決定する事にしました。 
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○委員長 

 議案第３７号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算を採決します。  

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第３７号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算は原案のとおり決定す

る事にしました。 

 

○委員長 

これで、本予算審査特別委員会に付託された案件については全て審査を終了いたしました。 

 これで予算審査特別委員会を閉じます。ご苦労さまでした。 

 

                                                             （閉会 午後２時００分） 


