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平成２２年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第１日目） 
 
平成２３年 ９月１４日（月） 
  開 会    午後 ２時１０分 
    散  会        午後 ３時４５分 
 
 
●出席委員（７名） 
  委 員 長  村 島 健 二      委  員  畠 山 英 樹 
  副委員長  勝 又 武 司      委  員  澤 田 伸 幸 
  委  員  前 中 康 男      委  員  田 中   誠 
  委  員  池 下   昇      ※議 長  村 尾 富 造 
 
 
●欠席委員 
  なし 
 
 
●説明のため出席した者の職氏名 
  町  長       櫛引 政明    副町長        宇野  充 
  総務課長       島澤 栄一    総務Ｇ主幹      河合 雄司 
  総務Ｇ主査      鈴木美穂子    総務Ｇ主査      泉井 健志 
  企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    企画財政Ｇ主査    阿部 真也 
  企画財政Ｇ主任        土井 泰宣 
  町民課長             澤本 正弘    町民生活Ｇ総括主査  三浦  厚 
  町民生活Ｇ主査    梅村百合子    町民生活Ｇ主査    武山 雄一 
  町民生活Ｇ主査    小泉めぐみ    税務・収納Ｇ主幹   鈴木  敏 
  税務・収納Ｇ主査   永野  宏 
  保健福祉課長     薗部  充    保健Ｇ主幹      藤代 弘輝 
  保健Ｇ保健師長    太田富士子    福祉介護Ｇ総括主査  野呂田成人 
  福祉介護Ｇ主査    武山 悦子    福祉介護Ｇ主査    水尾 和弘 
  保育・子育てＧ総括主査 工藤志津子    保育・子育てＧ主査  杉村 眞弓 
  産業課長       斉藤 敏美    農業Ｇ総括主査    原田 賢一 
  農業Ｇ主査      山嵜 孝英    商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久 
  商工観光・林政Ｇ主査 樫村 亨子    農業委員会次長    宮津 貴司 
  建設課長       古谷 一夫    建設管理Ｇ総括主査  清水 俊行 
  建設管理Ｇ主査    酒井 隆広    建設管理Ｇ主査    山本 卓司 
  上下水道・公住Ｇ主幹 岡崎  亨    上下水道・公住Ｇ主任 荒  一喜 
  出納室長       二瓶 正規 
  焼酎事業所副所長   松浦  聡 
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  教育長        村上 孝一    生涯教育課長     岸本 幸雄 
  学校教育Ｇ総括主査  清田 憲宏    社会教育Ｇ総括主査    本松 昭仁 
  社会教育Ｇ主査    吉田 正彦 
  消防分署長      高橋 俊幸    庶務係長       田中 義裕 
  救急係長       君島 晴男    予防係長       小笠原明博 
 
 
●職務のため出席した者の職氏名 
    事務局長       柏木 繁延 
    主  任       鈴木由美子 
 
 
○議会事務局長（柏木繁延君） 
 決算審査特別委員会の開催に先立ちまして、委員長であります村島委員長より挨拶を申

し上げます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 決算審査特別委員会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 
 このたび、私が委員長、勝又委員が副委員長として選出され、議事運営という重責を担

うことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。依然として続く、景気の低迷

の中、本年３月１１日に発生した東日本大震災において犠牲となられた方、被災された皆

さんには心よりお見舞い申し上げるところであります。こうした中、清里町においては、

町民・行政が一体となり様々な施策を展開してきました。今後とも限られた財源をどうや

って効率的・効果的に使っていくか、議会・行政が知恵を絞っていかなければなりません。

本定例町議会に平成２２年度各会計の決算認定が提案され、本日から１６日まで、３日間

にかけて審査を行うこととなりました。ご案内のとおり、決算審査は予算が適正に執行さ

れたかどうかを審査し、また、その効果を検証するものであり、極めて重要な意味を持っ

ています。そういう意味において、委員各位の将来展望に立った建設的な意見と、理事者

側の明快なる答弁をいただきたいと思います。３日間、委員各位、そして理事者各位に特

段のご協力をいただきますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。よろしくお願

いいたします。 
 
 

（開会 午後 ２時１０分） 
●開会宣告 

○委員長（村島健二君） 
 これより、平成２２年度各会計の決算審査を行います。審査の日程、進め方について事

務局長より説明させます。議会事務局長。 
 
○議会事務局長（柏木繁延君） 
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 平成２２年度各会計決算審査日程、進め方について説明させていただきます。すでに配

付の決算審査特別委員会の議案をお開きください。 
 ３の審査日程については、本日より１６日まで３日間といたします。 
 第１日目の本日につきましては、監査委員による決算審査意見報告、町長よりご挨拶を

いただき、各会計決算内容説明で本日は散会といたします。 
 明日は９時半より審査を再開いたします。 
 ３日目の１６日は、総括審査、採決までを行いたいと存じます。 
 審査の方法でございますが、歳出は款の目ごと。歳入は款ごとに審査を行います。歳出

の目、歳入の款ついては、一括に審査を行うものがございます。審査の順序につきまして

は、事項別明細書から基金の運用状況までの順で行います。各款ごとに呼び出しを行いま

す。消防費については、休憩中の説明、審査となります。特別会計については、記載の順

に歳出歳入の順で行います。総括審査については、各会計全般で行うということでござい

ます。 
 以上で、説明を終ります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 審査の日程、進め方についての説明を終わります。 
 引き続き、監査委員より決算審査意見の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 
 
○代表監査委員（篠田恵介君） 
 それでは、平成２２年度清里町決算審査意見書を朗読させていただきます。 
 １ページ、第１、審査の概要でございますが、１、審査の対象。平成２２年度清里町一

般会計歳入歳出決算及び同期の７つの特別会計の決算。平成２２年基金の運用状況。付属

書類、平成２２年度清里町各会計歳入歳出決算事項別明細書。実質収支に関する調書。財

産に関する調書。 
 ２、審査期間でございますが、平成２３年８月２２日から同年９月５日まで。 
 ３、審査の方法。審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に

関する調書、財産に関する調書並びに基金の運用状況について、関係法令に準拠して作成

されているかを確かめ、これから計数の正確性を検証するため、関係諸帳簿その他証書類

との照合等、通常実施すべき審査手続きを実施したほか、現地調査や関係職員の説明を聴

取するとともに、例月出納検査の結果を参考とし、必要と認めたその他の審査手続きを実

施した。 
 第２、審査の結果。審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支

に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、その計数は、

関係諸帳簿その他証書類と照合した結果誤りのないものと認められた。また、予算の執行

及び関連する事務処理は、適正に行われているものと認められた。基金の運用状況は、そ

の計数は正確であり、関係基金条例等に基づき、運用並びに管理されていると認められた。

審査の結果の詳細は、以下のとおりでございます。 
 なお、審査結果の朗読につきましては、一部計数及び内容の読み上げを省略させていた

だきますので、ご了承ください。 
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 １、決算の総括。（１）決算規模。当年度の決算規模は、次の表のとおりでございまし

て、一般会計と特別会計を合わせた総計決算額は、歳入総額７９億８２７万１千円で、歳

出総額７７億６,９６４万３千円である。前年度と比較すると歳入は５億５,９５４万１千円、

歳出は５億６,２４７万７千円それぞれ増額しています。 
 （２）決算収支。総計決算における歳入歳出差引額及び翌年度へ繰り越すべき財源を差

し引いた実質収支の額は１億３,２０８万８千円、これから前年度実質収支額を差し引いた

単年度収支の額は１９１万９千円となっている。 
 （３）予算執行状況。歳入決算額は総予算額７９億３,５６７万４千円に対し、２,７４０

万３千円の減収で、収入率は９９．７パーセントとなっている。また、調定額７９億３,７
８２万７千円に対する収入率は９９．６パーセントとなっており、収入未済額２,８７５万

６千円は、前年度比２７８万７千円の増となっている。不納欠損額は８０万円で、前年度

対比１１万６千円の減である。歳出決算額は予算額に対し９７．９パーセントの執行率で、

不用額は１億４８０万７千円となっている。 
 （４）財政の構造。財政の構造について、一般会計により分析すると次のとおりである。

ア、歳入の構成。自主財源と依存財源の構成は次表のとおりで、自主財源１１億３,２３７

万９千円、依存財源５２億９,０９０万３千円となっている。前年度と比較すると、繰入金、

繰越金の減により１億７１３万円の減収である。依存財源は地方交付税、国の経済対策事

業等に伴う国庫支出金の大幅な増により、６億８,２２０万９千円の増収となっている。構

成比は自主財源が３．６パーセント減少し、依存財源が３．６パーセントが増加しており

ます。イ、歳出の構成。歳出決算額を性質別に分類し、前年度と対比して示すと次表のと

おりで、前年度に比べると消費的経費は補助費等が大幅に減となり、構成比、決算額とも

に減少している。前年度の穀類等乾燥貯蔵施設に伴うＪＡ清里町への補助金分の減、公債

費の減によるものであります。投資的経費に占める割合と決算額は増加している。投資的

経費の普通建設事業の増は、経済対策事業に伴う工事等によるものでございます。ウ、財

政分析。主要財政指数の年度別推移をみると、次の表のとおりになっておりまして、前年

度より０．００８ポイント下がり０．１８３。経常収支比率、前年度より６．３ポイント

下がり７３．３パーセント。公債費比率、前年度より２．０ポイント下がり１３．４パー

セントになっている。起債制限比率、前年度より０．３ポイント下がり１０．４パーセン

トとなっております。次の財政健全化判断比率、また資金不足比率につきましては、午前

中の本会議で総務課より報告がありましたので省略いたします。 
 （５）町債の状況。当該年度中の発行額は５億６,７３０万円、元金償還は９億５０万２

千円であり、当該年度末残高は９６億３,２９１万１千円となっている。当該年度末残高は、

前年度と比べて３億３,３２０万２千円減少している。 
 ２、一般会計。一般会計の予算の執行状況は、以下のとおりである。なお、一般会計の

決算収支の状況については、１．決算の総括の（２）の表に記したとおりで、省略をさせ

ていただきます。収入済額６４億２,３２８万２千円は、予算現額６４億５,５１９万５千円

に対して３,１９１万３千円の減で、予算現額に対する収入率は９９．５パーセント、調定

額に対する収入率は９９．８パーセントとなっている。不納欠損額は２９万２千円で、主

なものは町税である。収入未済額は１,１８３万円で、調定額に対する比率は０．２パーセ

ントである。町税１,０２９万１千円、使用料及び手数料の町営住宅使用料１５０万円が主
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なものである。これを前年度と比べると、収入済額は５億７,５０７万９千円の増、不納欠

損額は１０万５千円の増、収入未済額は１８９万４千円の増となっている。なお、歳入決

算額の構成比は、地方交付税１．６パーセント、町債１．４パーセントの減、国庫支出金

の４．０パーセントの増となっている。 
 町税の決算状況は上表のとおりでございますが、町民税７７０万５千円をはじめ、町税

の全科目の収入済額は予算現額を上回り、総額対比では１,０１６万１千円増となっている。

収入済額の主なものは町民税、固定資産税であり、総額を前年度比較すると１,５２４万７

千円の増となっている。不納欠損額は町民税７件、固定資産税４件で合計２９万円である。

前年度比較で、町民税５万５千円の増、固定資産税４万８千円の増で、総額１０万３千円

の増となる。また、収入未済額は町民税延べ１６５件、固定資産税延べ１０４件、軽自動

車税延べ１０件で合計１,０２９万１千円となり、前年度比較１６０万３千円の増となって

いる。町税収納率は景気の低迷や生活困窮者の増加等厳しい状況の中、前年度比較０．３

パーセント減少の９７．６パーセントであるが、高い水準を保っている。今後とも、総合

的な滞納整理対策の強化や町民の納税意識の向上を図りながら、公平な納税負担に努めら

れたい。 
 次、１０ページにいきまして歳出でごさいます。（２）歳出。支出済額は６３億６０６

万３千円で、予算現額６４億５,５１９万５千円に対し、執行率９７．７パーセントとなっ

ている。これを前年度と比べると、支出済額は５億６,１２３万３千円、不用額は１,５８１

万３千円とそれぞれ増となっている。翌年度繰越額は６,１２２万４千円で、総務費の地域

活性化交付金事業、土木費の道路新設改良事業の２事業分でございます。次の科目款別の

歳出決算の状況は後ほどご参照ください。 
 １７ページの特別会計の方に移ります。特別会計ですが、（１）介護保険事業特別会計。

当該年度の歳入決算額は４億３,７３３万８千円、歳出決算額は４億２,９９１万３千円、形

式収支、実質収支とも６６０万６千円の黒字である。収入済額は、予算現額を３万９千円

上回り、調定額に対する収入率は９９．８パーセントである。また、不能欠損額の５万３

千円は保険料１件であり、対調定比０．１パーセントとなっている。なお、前年度比較で、

収入済額は７６万６千円で１２件、対調定費で対前年度比９．５パーセント減少している。

なお、前年度比較で収入未済額は２,２５０万円の増であり、主として国庫支出金、支払基

金交付金、繰入金の増によるものである。また、介護保険料の現年分収納率は９８．８パ

ーセントと高い率を維持している。支出済額は前年度比較２,３５８万４千円の増で、主と

して居宅介護サービス給付費、施設介護給付費の増加によるものである。不用額の６５６

万７千円は、前年度比較で３９４万円増加し、主として保険給付費である。 
 次に（２）国民健康保険事業特別会計。歳入決算額は７億１,９９８万円、歳出決算額は

７億１,８９８万円、形式収支、実質収支ともに１００万円の黒字である。収入済額は、予

算現額を２１万３千円上回り、調定額に対する収入率は９７．９パーセントである。また、

不納欠損額は４４万７千円で、その内保険税は４４万６千円である。対調定比０．１パー

セント、対前年比は３８．７パーセントの減となっている。収入未済額は１,４８９万８千

円で２２５件、対調定比２．０パーセント、対前年比は５．５パーセント増加している。

保険税収納率は９３．５パーセントで高い率を維持しております。なお、前年度比較で収

入済額は６９７万６千円の増で、療養給付費交付金、前期高齢者交付金の減少はあるが、
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主に保険税、国庫支出金、繰入金、繰越金の増によるものでございます。支出済額は前年

度比較で２,０１２万６千円の増であり、主として保険給付費の減少によるものです。不用

額は７８万７千円で、前年度より１,０３３万６千円減少し、主として保険給付費である。 
 次に（３）老人保健特別会計。当該年度の歳入決算額は１７０万４千円、歳出決算額も

同額で、形式収支、実質収支ともに０円である。後期高齢者医療への移行による経過期間

の最終年度でございまして、交付金の返納が執行されております。 
 次（４）後期高齢者医療特別会計。歳入決算額は５,３６４万５千円、歳出決算額は５,３
６２万円で、形式収支、実質収支ともに２万５千円の黒字である。収入済額は、予算現額

を１万８千円上回り、調定額に対する収入率は９９．３パーセントであり、不納欠損額の

３千円は保険料であり、対調定比０．０１パーセントとなっている。なお、収入済額は４

０万４千円で７件、対調定費０．７パーセント。対前年度比で９２．４パーセント増加し

ております。なお、前年度比較で収入済額は５８４万円の増で、繰入金の減少はあるが、

主に保険料、繰越金の増によるものである。支出済額は前年度比較で５９８万７千円の増

であり、主として後期高齢者医療広域連合納付金の増加によるものであります。不用額は

７千円で、前年度より３万４千円減少しております。 
 次に（５）簡易水道事業特別会計。歳入決算額は７,４２１万８千円、歳出決算額は６,９
１２万９千円、形式収支、実質収支ともに５０８万９千円の黒字である。収入済額は、予

算現額を１５９万６千円上回り、調定額に対する収入率は９９．４パーセントであり、不

納欠損額は０円である。また、収入未済額は４４万１千円で３２件、対調定比０．６パー

セントとなっている。なお、前年度比較で、収入済額は１,３５９万５千円の減で、主なも

のは繰入金の減少によるものである。収入未済額は使用料及び手数料で６千円の増である。

支出済額は前年度比較で１,２５８万２千円の減であり、主として職員数の減により給与及

び職員手当の減少によるものである。不用額は３４９万３千円で、前年度より８１万円減

少し、主なものは機器修繕料である。 
 次、（６）農業集落排水事業特別会計。当該年度の歳入決算額は１億２,３３３万３千円、

歳出決算額は１億２,００６万３千円、形式収支、実質収支とも３２７万円の黒字である。

収入済額は、予算現額を１５６万１千円上回り、調定額に対する収入率は９９．７パーセ

ントであり、不納欠損額は５千円である。収入未済額は４１万７千円で２４件、前年度比

較では０．２パーセント増加している。なお、前年度比較で収入済額は１,１０２万６千円

の減で、主として繰入金の減少によるものでございます。支出済額は前年度比較９３５万

７千円の減で、主として町単独工事及び公債費の減少によるものである。不用額は１７０

万９千円で、前年度より１２１万３千円減少し、主なものは機器修繕料である。 
 次、（７）焼酎事業特別会計。歳入決算額は７,５５９万円、歳出決算額は７,０１７万１

千円、形式収支、実質収支ともに５４１万９千円の黒字である。収入済額は、予算現額を

１０８万３千円上回り、調定額に対する収入率は１００パーセントである。また、不納欠

損額と収入未済額は０円である。前年度比較では、収入済額２,１９７万円の減は、主とし

て焼酎売払収入の減及び繰入金の減少によるものである。支出済額、前年度比較２,３４０

万２千円の減で、主として総務費の給与、職員手当、製造費の賃金、消耗品、修繕料、加

工用原料費、酒税の減少によるものであります。不用額は４３３万６千円で、前年度より

１３７万８千円増加し、主なものは、総務費の役務費３５万１千円、製造費の賃金５９万
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４千円、需用費１７５万９千円、公課費７２万６千円でございます。 
 次、４、基金の運用状況。審査に付された平成２２年度の基金の運用状況を示す書類の

計数は、関係帳簿等と照合の結果、誤りのないものと認められ、また、基金の運用状況は

妥当であると認められた。 
 ５、財産に関する調書。財産の当該年度における異動及び年度末残高は以下のとおりで

ございまして、（１）として公有財産については、前年度に比べて１,４４９．０１平方メ

ートル減少しております。主な要因は羽衣南定住促進団地の売却によるものでございます。

建物は前年度に比べ、２,９７５．９３平方メートル増加しています。主な要因は清里町の

町民会館及び緑清荘の建設によるものであります。出資金は昨年度に比べて２０万円減少

している。北海道建設技術センターからの出資金の返納によるものでございます。なお、

物件、有価証券の異動はございません。 
 （２）物品。車輌は、乗用車１台、ブルドーザー１台の廃車による減、乗用車１台、ブ

ルドーザー１台の購入及びリース車の導入により、合わせて２台増の３５台でございます。 
 （３）債権。債権の異動はございません。 
 （４）基金でございますが、決算年度中、合計で４億５,７０５万８,３７９円増加してい

る。内訳でございますが、ふるさと事業基金の内、前年度のふるさと寄附金分の支消が１

１万円、新規積立４億５,７１６万８,３７９円となっている。また、学校基金の廃止により

公共施設整備基金へ統合し１１６万６,５０７円を積替えしております。北海道備荒資金は

利子相当額の８７万５,９７５円を積立てたものであります。奨学資金貸付基金及び清里町

町民海外派遣研修事業貸付基金については増減はございません。 
 次に、第３、審査意見に移ります。政権交代により新たな政府となって初の政府予算で

ある平成２２年度予算が、新成長戦略の基本方針のもと編成され、子ども手当、高校授業

料の無償化、農家の戸別所得補償制度など新たな施策・事業展開がされました。また、引

き続く景気の低迷に対し、平成２１年度に引き続き緊急経済対策として大型補正予算が編

成されました。清里町においても、平成２１年度の繰越事業や地域振興券の発行、緑清荘

の改築、福祉センターの改築による町民会館の落成、公共施設の耐震補強など積極的な地

域経済対策が展開されました。本年の平成２３年においても、札弦センターの改築やパパ

スランドの整備計画が進んでおります。これら積極的な事業展開の中、財政の健全化比率

や他の財政指標については、健全財政が堅持されているところであり、町行政の努力に敬

意を表するところであります。しかしながら、本年３月１１日に発生いたしました東日本

大震災及び福島第１原子力発電所の影響は、今後の我が国経済を大きく左右する災害また

は事故でございます。清里町にとって主要な財源である地方交付税についても、先行き不

透明な状況と言わざるを得ない中、引き続き健全財政の堅持に努められるとともに、自主

財源である町税、使用料の収納に配慮されることを願うところでございます。依然として

進む少子高齢化、人口減少と私たちを取り巻く課題はありますが、清里町民が一丸となっ

てまちづくりや地域振興に関ることのできる条件整備にさらなる努力を望みます。なお、

今後における懸案事項は課題の解決のために次の事項に配慮され、事務・事業の執行にあ

たっていただくよう望むものであります。 
 １、補助金・交付金等の執行管理の徹底について。公益性の高い事業、地域振興に資す

る事業等について、補助金等交付規則により町補助金を支出し、奨励、援助を行っている
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が、対象事業や補助金等の適正管理について、その進捗状況等を把握し効果的・効率的な

執行について指導を徹底されたい。 
 ２、町税・国民健康保険税・介護保険料・使用料等について。本町においては関係職員

の適切な事務執行により、極めて高い収納率を維持しているが、ますます厳しくなる経済

状況や雇用情勢の中、負担の公平性、自主財源の確保の観点からも収入未済額、不能欠損

の縮減に努力されたい。 
 ３、施設等維持管理について。農山漁村活性化支援プロジェクト支援交付金事業や地域

活性化事業など高率な補助金、交付金のいち早い導入により整備された施設などにつきま

しては、効果的・有効な活用がなされるよう配慮されたい。 
 以上でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 決算審査意見に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 質疑なしと認めます。 
 これで、質疑を終わります。 
 ここで、町長より挨拶がございます。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 決算審査特別委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 
 この度、審査をお願いします平成２２年度会計は、一般会計と７つの特別会計を合わせ

ますと、歳出総額で７７億６,９５０万円でございます。平成２２年度は、昨年度に引き続

き国の緊急経済対策として、きめ細かな臨時交付金並びに公共投資臨時交付金などの地域

活性化予算の配分をいただきましたので、公共施設における修繕、改修事業を含め雇用対

策、太陽光発電対策など所要の事業を実施させていただいたものであります。また、明許

繰越事業で実施しておりました、総合庁舎のバリアフリー化、耐震補強事業、地域情報通

信基盤整備事業、いわゆる光ケーブルの敷設事業、農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金事業による農協の麦乾施設、緑清荘、町民会館の事業も実施したところでございます。

この他、地域経済対策としての地域振興券の発行や、継続事業として実施しております４

線道路、江鳶南道路、３線道路の各道路に係る改良舗装事業や、ひまわり団地の地域優良

賃貸住宅の建設、さらには各分野にわたる所要の事業を計画どおりに実施させていただく

ことができました。これもひとえに議員各位のご指導ご支援並びに町民皆さんのご理解と

ご協力の賜物であり、心より感謝とお礼を申し上げる次第であります。 
 また、監査委員さんにおかれましては、８月２２日から９月５日までの長期間にわたり、

全８会計にわたる歳入歳出決算の審査の実施をいただきました。監査委員さんのご労苦に

心よりお礼を申し上げます。ありがとうございます。 
 さて、一昨年に政権の交代があり、国の制度や施策の仕組みが大きく変化する中にあっ

て、平成２２年度は新しい政権下での予算編成でありましたが、お陰を持ちまして予定し

ておりました事業は計画どおりに順調に執行することができました。今年度を含め、平成
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２４年度以降は、去る３月１１日の東日本大震災及び福島第１原発の事故により発生した

未曾有の大災害からの本格的な復旧復興事業や円高経済対策の早急の諸課題を抱え、国や

地方行政に取り巻く環境は今までにも増して厳しい状況が続くものと予測しております。

今後とも堅実な財政運営と事業の効率的かつ選択的実施に努めてまいる所存でございます。 
 これから平成２２年の一般会計及び７特別会計の決算審査をいただくわけでありますが、

各議員におかれましては、どうかよろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げますと

ともに、村島委員長、勝又副委員長には審査の進行につき、よろしくお願いを申し上げ、

一言挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 ここで、監査委員は退席します。ご苦労様でした。 

（監査委員退席） 
○委員長（村島健二君） 
 各会計の決算内容について、説明を求めます。はじめに、一般会計の決算内容について

説明願います。総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 平成２２年度各会計の決算審査にあたり、各決算内容についてご説明申し上げます。 
 説明に先立ち、提出いたしております資料の確認ですが、決算書につきましては、一般

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

特別会計の最後に編纂しております。財産に関する調書につきましては、各会計決算書の

最後に編纂いたしております。また、清里町各会計歳入歳出決算説明書と主要な施策の成

果を説明する書類を合わせて編纂いたしております。なお、決算審査意見報告が代表監査

より詳細に行われておりますので、出来得る限り要点のみの説明とさせていただきます。 
 それでは、会計別決算の総括並びに一般会計決算についてご説明申し上げますので、平

成２２年度清里町各会計歳入歳出決算説明書、主要な施策の成果を説明する書類の１ペー

ジをお開きください。平成２２年度会計別決算総括表をはじめにご説明いたします。合計

欄で申し上げますと、一般会計から焼酎事業特別会計まで、８会計の総額は、歳入の予算

額７９億３,５６７万４千円に対し、決算額は７９億８２７万１千円で、執行率は９９．６

５パーセントとなっております。歳出についても、予算額７９億３,５６７万４千円に対し、

決算額は７７億６,９６４万３千円、執行率は９７．９１パーセント、なお、歳入歳出差引

残高は１億３,８６２万８千円となっております。昨年度の決算額と比較しますと、歳出は、

約５億６,２４７万７千円の増となっていますが、その要因は国の経済対策に伴う町民会館、

緑清荘建設などの事業費の増が主な要因となっております。会計別では、前年度決算額と

の比較においては歳出ベースで一般会計が約５億６,１００万円の増となっているほか、介

護保険会計が約２,４００万円の増、国保会計が約２,０００万円の増、老人保健会計が約３

００万円の減、後期高齢者医療会計が６００万円の増、簡易水道会計が１,３００万円、農

業集落排水会計が９００万円、焼酎会計は約２,３００万円、それぞれ減の決算となってお

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

ださい。平成２２年度の歳入総額は６４億２,３２８万２千円、歳出総額は６３億６０６万
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３千円、歳入歳出差引額は１億１,７２１万９千円となっており、翌年度へ繰越すべき財源

は繰越明許費の６５４万円、実質収支額は１億１,０６７万９千円となっております。実質

収支額の内容は、歳入の減に伴うものが３,１９１万３千円、歳出の不用額に伴うものが１

億４,９１３万２千円となっております。なお、単年度収支額につきましては１,８７０万１

千円の黒字となっております。また、平成２１年度との比較は右側の欄に記載のとおりと

なっておりますのでご参照ください。続いて３ページをご覧ください。款別決算額調べの

歳入についてご説明いたします。一番下の合計欄で説明いたしますと、予算現額６４億５,
５１９万５千円に対し、調定額は６４億３,５４０万４千円、収入済額は６４億２,３２８万

２千円であり、不納欠損額は２９万２千円、収入未済額は１,１８３万円となっており、前

年度との比較では、不納欠損額は減、収入未済額は増となっております。不納欠損につき

ましては、町税が２９万円で、その内訳は町民税が１５万円、固定資産税が１４万円とな

っています。また、使用料及び手数料が２千円となっており、内容は町税の督促手数料で

す。収入未済額につきましては、町税が１,０２９万１千円となっており、その内、町民税

が５１６万８千円、固定資産税が５０６万４千円、軽自動車税が５万８千円となっていま

す。詳細につきましては、後ほど歳入の税の中でご説明申し上げます。使用料及び手数料

の１５３万９千円は、その内、使用料が１５０万円となっており全てが町営住宅使用料と

なっています。また、手数料３万９千円、その内税の督促手数料３万３千円、町営住宅の

督促手数料６千円となっております。予算現額に対する増減額は３,１９１万３千円の減で

あり、収入割合は予算現額に対して９９．５パーセント、調定額に対して９９．８パーセ

ントとなっております。なお、科目別の歳入割合につきましては、地方交付税が４０．４

パーセントと最も高く、次いで緊急経済対策などに伴う国庫支出金が２８．３パーセント、

町債が８．８パーセント、町税と諸収入が６．８パーセントとなっております。つづいて、

４ページをお開き願います。歳出の款別決算額調べについて合計欄で説明申し上げます。

予算現額６４億５,５１９万５千円に対し、支出済額６３億６０６万３千円、翌年度繰越額

は６,１２２万４千円であり、不用額は８,７９０万８千円となっております。執行割合は予

算額に対して９７．７パーセントとなっております。翌年度繰越額の内訳は、総務費にお

いては地域活性化交付金事業２,５０７万４千円、土木費においては道路新設改良事業３,６
１５万円、合わせて６,１２２万４千円となっております。なお、歳出全体に対する各科目

の割合は、平成２０年度より職員人件費を総務費に集約したことや、国の経済対策事業の

執行により総務費が３４．２パーセントと一番高く、次いで農山漁村活性化支援プロジェ

クト交付金事業により農林水産業費が１８．５パーセント、さらに公債費が１５．２パー

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

は、職員給与費の職員手当等、一般管理費の旅費、需用費、役務費、補償補填及び賠償金、

財産管理費の需用費と備品購入費、徴税費の償還金利子及び割引料地域振興対策費の賃金、

民生費では、各種扶助や給付・補助・支援事業の実績清算に係る負担金補助及び交付金及

び委託料となっています。衛生費におきましては、清掃事業費の需用費、農林水産業費に

つきましては、林業振興費の負担金補助及び交付金、商工費、土木費及び消防費におきま

しては、特にありません。教育費につきましては、各施設管理費関係の需用費、委託料、

負担金補助及び交付金、公債費は、償還金利子及び割引料などが主な内容となっておりま

す。続いて５ページ、６ページにつきましては、歳入歳出の附表として款の科目別に決算



11 
 

額の比率の高い順にグラフで表したものであり、ご参照ください。７ページをご覧くださ

い。歳入の性質別財源構成比較表について説明いたします。歳入の調達方法から、依存財

源と自主財源に区分するとともに、使途別の充当区分である特定財源と自主財源に分類を

いたしております。まず、２２年度決算額６４億２,３２８万２千円の内、依存財源は５２

億９,０９０万３千円で構成比８２．４パーセント、自主財源は１１億３,２３７万９千円で

１７．６パーセントとなっております。また、特定財源につきましては２０億１,８７０万

９千円で構成比３１．４パーセント、一般財源は４４億４５７万３千円で６８．６パーセ

ントとなっております。平成２１年度と比較では、依存財源で６億８,２２０万９千円の増、

自主財源で１億７１３万の減、合計では５億７,５０７万９千円の増となっております。依

存財源の地方交付税は全体としては１億４,３０９万円の増、国庫支出金は、国の緊急経済

対策に伴う各種大型投資事業及び地域経済・雇用対策事業により３億９,４００万円の大幅

な増、道支出金については１,６０３万円の増、町債も１億３,３３０万円の増となっており

ます。自主財源におきましては、町税は農業所得の戻りと地域経済対策も相まって、景気

後退の中にありましたが、約１,５００万円増の４億３,３７９万５千円となっております。

続いて、８ページをご覧ください。性質別財源構成比較表については、歳出の消費的経費

と投資的経費に分類し、加えてその財源の充当について、特定財源と一般財源に区分いた

しております。合計欄で説明いたします。平成２２年度決算額は６３億６０６万３千円で

あり、決算時における財源の内訳は、特定財源が２０億１,８７０万９千円で構成比は３２．

０パーセント、一般財源は４２億８,７３５万４千円で６８．０パーセントとなっています。

また、経常的な一般財源は２４億２,０７６万４千円で、経常収支比率は７３．６パーセン

トとなっております。なお、昨年度は８０．１パーセントであり６．５パーセントの減と

なっております。また、投資的経費の決算合計額は２０億８０８万６千円で、昨年度と比

較すると７億９,７８３万１千円の増となっています。続いて９ページをご覧ください。こ

の表は、款別・性質別・歳出の内訳は、人件費と物件費について区分したものですが、人

件費は７億７,２４７万２千円で、前年度比１０１万８千円の減となっております。物件費

は９億４,９０７万８千円で前年度比２,８６４万円の増となっております。要因としては、

総務費及び教育費に係る需用費の増加によるものです。次に１０ページをお開きください。

本表は債務負担行為の総括表となっており、年度区分の前年度末は平成２１年度末、決算

年度は平成２２年度、翌年年度以降は平成２３年度以降となっております。決算年度であ

る平成２２年度中における債務負担は１０ページの基幹税システム改修事業をはじめ全部

で２５件、総額２,１４５万３千円となっております。２２年度中における新たな債務負担

行為は、地域優良賃貸単身者住宅建設事業及び緑温泉の指定管理業務の２件であり、同年

中の終了は３件となっております。また、平成２３年度以降の債務負担つきましては２５

件で、総額３億８,０９８万６千円となっております。１２ページをご覧ください。地方債

の現在高調についてご説明いたします。合計欄でご説明いたしますと、平成２１年度末の

現在高が８８億２,１９３万１千円、平成２２年度中における発行額は５億６,７３０万円で

あり、当該年度における償還額は元利合わせまして９億６,１０９万８千円となっています。

従って、平成２２年度末の現在高は８５億７,８９７万２千円となり、２１年度末と比較し

２億４,２９５万９千円の減となっています。なお、普通交付税の算入による財政措置は４

億９,１４８万４千円となります。以下、１３ページから７５ページまでは主要施策の成果、
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７７ページから８７ページまでは決算不用額の主な内容、８９ページは各施設の経常収支

状況となっておりますが説明は省略させていただきます。 
 それでは、別冊の一般会計決算書の財産に関する調書をお開きください。続いて、財産

に関する調書の説明を行いますので、次のページのさらに１枚後の１ページをご覧くださ

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

につきましては、２２年度中の増減は１,４４９．０１平方メートルの減であり、年度末の

現在高は９４８万７,６９６．７０平方メートルとなっております。なお、主な減の要因は

羽衣町南分譲地３筆の売払い措置によるものです。また、建物につきましては木造が７．

２０平方メートルの増、非木造が２,９６８．７３平方メートルの増となり、年度末の現在

高が８万９,２２１．６３平方メートルとなっておりますが、非木造の主な内容につきまし

ては、緑清荘、町民会館及び公営住宅などの建設による増となっております。なお、次の

２ページから４ページにわたり、行政財産と普通財産に区分し年度中の増減及び決算年度

末現在高を記載いたしておりますのでご参照ください。５ページをご覧ください。（２）

の物件及び（３）の有価証券については異動及び増減が生じておりません。（４）の出資

による権利につきましては、北海道建設技術センター出損金返還に伴い２０万円の減とな

っております。６ページをご覧ください。２の物品につきましては、決算年度中に乗用車

の買取り及び全国保健センター連合会から保健指導車として譲渡があり、決算年度末にお

きましては３５台の所有となっております。３の債権につきましては、増減はありません。

４の基金につきましては、山林及び奨学資金貸付金、町民海外派遣研修事業貸付基金につ

いては増減が生じておりませんが、基金につきましては４億５,７０５万８,３７９円の増と

なっております。なお、北海道備荒資金につきましては配当積立による８７万５,９７５円

の増となっており、合計では４億５,７９３万４,３５４円の増で、合計額は３３億６１６万

７,０９７円となっております。 
 次の７ページ８ページにつきましては、教育委員会生涯教育課長よりご説明申し上げま

す。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 地方自治法第２４１条の規定に基づく資料として、基金の運用状況につきましてご説明

申し上げます。はじめに、清里町奨学資金貸付基金運用状況につきまして説明申し上げま

す。７ページをご覧ください。決算年度末現在の基金の総額は４,５００万円で年度中の増

減はございません。貸付額は１億３,７０７万５千円で決算年度中の貸付分５名１２６万円

の増となっております。償還額は１億１,８５３万４,５００円で決算年度中の償還者は４４

人、４８６万３千円となっております。現在高は２,６４５万９,５００円となっております。

続きまして８ページをお開き願います。清里町町民海外派遣研修事業資金貸付基金運用状

況についてご説明申し上げます。基金の総額は決算年度末現在９００万円で決算年度中の

増減はございません。基金につきましては、備考欄に記載のとおり４団体より資金増施さ

れたものでございます。貸付額につきましては２,７５４万８千円で決算年度中の貸付はご
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ざいませんでした。償還額につきましては、２,７４１万３千円で決算年度中の償還額は５

万４千円となっております。現在高は８８６万５千円となっております。 
 以上、２つの基金についての運用状況についての説明を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 次に、介護保険事業特別会計の説明を願います。保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計の決算状況について、特別会計歳入歳出決算

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

明書の中程、薄茶色の仕切り、介護保険事業特別会計をお開きください。１ページ、第１

表 平成２２年度款別決算額調について説明いたします。歳入の決算額について、合計額

で説明します。予算現額が４億３,６４８万円に対しまして、調定額は４億３,７３３万８千

円、収入済額は４億３,６５１万９千円、未収入額は７６万６千円となっております。未収

入額の内訳につきましては、介護保険料が７６万４千円、督促手数料が２千円となってお

ります。予算現額に対する増減額は３万９千円の増であり、内訳は介護保険料が３万５千

円、そのほかが４千円となっております。収入割合は予算現額に対しまして１００．０パ

ーセントであり調定額に対しては９９．８パーセントとなっております。次に、歳出につ

いてでありますが、予算現額が４億３,６４８万円、支出済額が４億２,９９１万３千円、不

用額については６５６万７千円であり、主たる要因については保険給付費６２８万９千円

であります。支出割合は、予算現額に対しまして９８．５パーセントであります。２ペー

ジをお開きください。第１表の附表につきましては、ただ今説明いたした款別決算額調を

グラフ化したもので説明は省略させいていただきます。次に３ページの第２表 性質別経費

分析表については、負担金補助及び交付金の合計額が４億２,０９７万５千円と、全体の９

７．９パーセントを占めております。続きまして４ページ、第２表の附表は、第２表で説

明しました経費の節ごとの区分でありますので説明は省略させていただきます。次に、別

冊の特別会計歳入歳出決算書の介護保険事業特別会計の８ページをお開きください。実質

収支に関する調書により説明いたします。歳入総額は４億３,６５１万９千円であり、歳出

総額は４億２,９９１万３千円、歳入歳出差引額及び実質収支額は６６０万６千円となって

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

特別基金とあわせて、前年度末残高が２,５３５万１,３９６円であり、決算年度中の増減高

は９０８万９,５２７円の減であり、決算年度末の現在高は合計で１,６２６万１,８６９円と

なっております。 
 以上で、決算書の説明を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 次に、国民健康保険事業特別会計の説明を願います。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 平成２２年度国民健康保険事業特別会計決算状況につきまして、ご説明申し上げます。
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清里町各会計歳入歳出決算説明書、黄色の仕切りの１ページをご覧ください。第１表款別

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

説明申し上げます。予算現額７億１,９７６万７千円に対し、調定額７億３,５３２万５千円、

収入済額７億１,９９８万円、不納欠損額４４万７千円、未収入済額１,４８９万８千円とな

っております。不納欠損額の内訳は、国民健康保険税が４４万６千円、督促手数料が１千

円となっております。また、未収入額の内訳は、国民健康保険税の現年課税分が２５５万

２千円、滞納繰越分が１,２３２万２千円であり、合わせて１,４８７万４千円、督促手数料

が２万４千円となっております。予算現額に対する増減額は２１万３千円の増となってお

り、収入割合は、予算現額に対し１００パーセント、調定額に対し９７．９パーセントと

なっております。次に、歳出について合計額でご説明申し上げます。予算現額７億１,９７

９万７千円に対し、支出済額７億１,８９８万円、不用額７８万７千円となっております。

予算現額に対する執行割合は９９．９パーセントでございます。２ページをご覧ください。

第１表の附表であり、只今、説明いたしました款別決算額調を棒グラフしたものであり、

説明は省略させていただきます。３ページの第２表は、歳出における款の性質別経費分析

表であり、主な経費として負担金補助及び交付金が６億９,６６７万７千円で、全体の９６．

９パーセントを占めております。４ページをご覧ください。各款の中で節の経費の調は、

第２表の附表であり、説明を省略させていただきます。５ページの決算不用額の主な内容

につきましては、記載のとおりであり説明を省略させていただきます。続きまして、実質

収支に関する調書及び財産に関する調書について、ご説明申し上げますので、別冊の清里

町特別会計歳入歳出決算書の黄色の仕切り、清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算書の１３ページをお開きください。質収支に関する調書についてご説明申し上げます。

歳入総額は、７億１,９９８万円、歳出総額は７億１,８９８万円となっており、歳入歳出差

引額並びに実質収支額は１００万円でございます。１４ページをご覧ください。財産に関

する調書についてご説明いたします。国民健康保険事業基金につきましては、平成２１年

度末の現在高が３,５０４万４,４４３円、決算年度中増減高は７９６万４,９５７円の減で、

平成２２年度末の現在高は２,７０７万９,４８６円となっております。 
 以上で、説明を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 次に、老人保健特別会計の説明を願います。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 平成２２年度老人保健特別会計決算状況につきまして、ご説明申し上げます。清里町各

会計歳入歳出決算説明書、オレンジ色の仕切りの１ページをご覧ください。第１表、款別

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

説明申し上げます。予算現額１７０万４千円に対し、調定額、収入済額は同じく１７０万

４千円であり、不納欠損額及び未収入額はございません。また、予算現額に対する増減額

もございません。収入割合は、予算現額並びに調定額に対し１００パーセントとなってお

ります。次に歳出について合計額でご説明申し上げます。予算現額１０７万４千円に対し、

支出済額１０７万４千円であり、不用額はございません。予算現額に対する執行割合は、
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１００パーセントでございます。２ページをご覧ください。第１表の附表であり、ただ今

説明いたしました款別決算額調を棒グラフにしたものであり、説明は省略させていただき

ます。３ページの第２表は款の性質別経費分析表であり、全てが償還金となっております。

４ページをご覧ください。各款の中で節の経費の調は第２表の附表であり、説明は省略さ

せていただきます。続きまして、実質収支に関する調書についてご説明申し上げますので、

別冊のオレンジ色の仕切り、清里町老人保健特別会計歳入歳出決算書の最終ページ、３ペ

ージをお開きください。実質収支に関する調書についてご説明いたします。歳入歳出総額

は同じく１７０万４千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに０円で

あります。 
 以上で、説明を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 次に、後期高齢者医療特別会計の説明を願います。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 平成２２年度後期高齢者医療特別会計決算状況につきましてご説明申し上げます。各会

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

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

げます。予算現額５,３６２万７千円に対し、調定額５,４０５万２千円、収入済額５,３６４

万５千円、不納欠損額３千円、未収入額４０万４千円となっております。予算現額に対す

る増減額は１万８千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１００パーセント、

調定額に対し９９．３パーセントとなっております。次に歳出について合計額でご説明申

し上げます。予算現額５,３６２万７千円に対し、支出済額５,３６２万円、不用額７千円と

なっております。予算現額に対する執行割合は１００パーセントでございます。２ページ

をご覧ください。第１表の附表であり、ただ今説明いたしました款別決算額調を棒グラフ

にしたものであり、説明は省略させていただきます。３ページの第２表は款の性質別経費

分析表であり、主な経費として負担金補助及び交付金が５,２８２万４千円と全体の９８．

５パーセントを占めております。４ページをご覧ください。各款の中で節の経費の調は第

２表の附表であり、説明を省略させていただきます。続きまして、実質収支に関する調書

についてご説明申し上げますので、清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の最終

ページ４ページをお開きください。実質収支に関する調書についてご説明いたします。歳

入総額は５,３６４万５千円、歳出総額は５,３６２万円となっており、歳入歳出差引額並び

に実質収支額は２万５千円でございます。 
 以上で、説明を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 次に、簡易水道事業特別会計の説明を願います。建設課長。 
 
○建設課長（古谷一夫君） 
 平成２２年度簡易水道事業特別会計の決算状況につきましてご説明申し上げます。各会
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計歳入歳出決算説明書、水色の仕切りの１ページをご覧ください。第１表款別決算額調に

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

上げます。予算現額７,２６２万２千円に対し、調定額は７,４６５万９千円、収入済額は７,
４２１万８千円となっております。不納欠損額はありませんが、収入未済額は４４万１千

円となっており、未収入額の内訳は、水道使用料の現年度分が２４万８,７５０円、滞納繰

越分が１８万４,３２０円、督促手数料が８,３００円となっております。予算現額に対する

増減額は１５９万６千円の増となっており、予算現額に対する収入割合は１０２．２パー

セント、調定額に対しては９９．４パーセントとなっております。続きまして、歳出の款

別決算額についてご説明申し上げます。予算現額７,２６２万２千円に対し、支出済額は６

９１２万９千円であり、不用額は３４９万３千円となっております。予算現額に対する執

行割合は９５．２パーセントとなっております。不用額の主な内容につきましては７ペー

ジに記載しておりますが、総務管理費の修繕料が主な内容となっております。２ページを

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

したものであり、説明は省略させていただきます。３ページをご覧ください。第２表は歳

出における款毎の性質別経費分析表であり、人件費が７０３万７千円で全体の１０．１パ

ーセント、物件費が８８９万７千円で１２．９パーセント、事業費が１,７２５万２千円で

２５．０パーセント、公債費が３,３１９万８千円で４８．０パーセントとなっております。

４ページをお開きください。第２表の附表であり、各款の中における節の経費の調であり、

説明は省略させていただきます。５ページをご覧ください。第３表は地方債現在高調であ

り、合計欄でご説明いたします。区分は簡易水道事業債と過疎対策事業債であり、平成２

１年度末の現在高が３億８３９万８千円、平成２２年度中における発行額はありません。

平成２２年度の償還額は、元利合せまして３,３１９万８千円であり、平成２２年度末現在

高は２億８,１３１万１千円となっており、普通交付税に算入された額は１,７０５万４千円

であります。６ページの主要施策の成果並びに７ページの決算不用額につきましては記載

のとおりであり、説明を省略させていただきます。続きまして、平成２２年度清里町簡易

水道事業特別会計歳入歳出決算書の５ページ、実質収支に関する調書をお開きください。

歳入総額は７,４２１万８千円、歳出総額は６,９１２万９千円となっており、歳入歳出差引

額並びに実質収支額はともに５０８万９千円となっております。６ページをご覧ください。

財産に関する調書についてご説明申し上げます。１の公有財産における土地及び建物及び

物権並びに２の物品につきましては、決算年度中の増減はございません。３の基金につき

ましては、前年度、平成２１年度末の現在高は４,２９４万１,０４８円であり、決算年度中

の増減高は６２万６千円の減、決算年度末現在高は４,２３１万５,０４８円となっておりま

す。 
 以上で、説明を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 次に、農業集落排水事業特別会計の説明を願います。建設課長。 
 
○建設課長（古谷一夫君） 
 平成２２年度農業集落排水事業特別会計の決算につきましてご説明申し上げます。各会
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計歳入歳出決算説明書、紫色の仕切りの１ページをご覧ください。第１表款別決算額調に

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

上げます。予算現額１億２,１７７万２千円に対し、調定額１億２,３７５万５千円、収入済

額１億２,３３３万３千円となっております。なお、不納欠損額は５千円、内訳は滞納繰越

分使用料が４,９２０円、督促手数料が１５０円となっております。収入未済額は４１万７

千円となっており、内訳は使用料の現年度分が２１万９,０８０円、滞納繰越分が１８万９,
９８０円、督促手数料が７,８００円となっております。予算現額に対する増減額は１５６

万１千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１０１．３パーセント、調定額に

対して９９．７パーセントとなっております。続きまして、歳出の款別決算額についてご

説明申し上げます。予算現額１億２,１７７万２千円に対し、支出済額１億２６万３千円と

なっており、不用額は１７０万９千円となります。予算現額に対する執行割合は９８．６

パーセントであります。なお、不用額の主な内容につきましては７ページに記載いたして

おりますが、施設管理に係る需用費が主な要因となっております。２ページをお開きくだ

さい。第１表の附表であり、ただ今説明いたしました款別決算額調をグラフにしたもので

あり、説明は省略させていただきます。３ページをご覧ください。第２表は歳出における

款毎の性質別経費分析表であり、公債費が８,４０９万６千円と全体の７０．０パーセント

を占めております。４ページをお開きください。第２表の附表であり、各款の中における

節の経費の調であり、説明は省略させていただきます。５ページをご覧ください。第３表

は地方債現在高調であり、合計欄でご説明いたします。区分は下水道事業債と過疎対策事

業債であり、平成２１年度末の現在高が８億３,５７８万４千円、平成２２年度中における

発行額はありません。平成２２年度の償還額は、元利合せまして８,４０９万６千円であり、

平成２２年度末の現在高は７億７,２６２万８千円となっており、普通交付税に算入された

額は４,６７９万６千円であります。６ページの主要施策の成果並びに７ページの決算不用

額につきましては記載のとおりであり、説明を省略させていただきます。続きまして、平

成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書の５ページ、実質収支に関す

る調書をお開きください。歳入総額は１億２,３３３万３千円、歳出総額は１億２,００６万

３千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに３２７万円となっており

ます。６ページをご覧ください。財産に関する調書についてご説明申し上げます。１の公

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

ございません。 
 以上で、説明を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 次に、焼酎事業特別会計の説明をお願いします。焼酎事業所副所長。 
 
○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 
 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計決算状況につきましてご説明いたします。決算説

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

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

７,４５０万７千円であり、調定額合計並びに収入済額合計はいずれも７,５５９万円であり
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ます。なお、予算現額に対する増減額の合計１０８万３千円の増は、主に財産収入の増に

よるものであります。予算に対します収入割合は１０１．５パーセントであり、調定額に

対しての収入割合は１００．０パーセントであります。続きまして、歳出をご説明いたし

ます。歳出の予算現額の合計は７,４５０万７千円であり、支出済額の合計は７,０１７万１

千円であります。予算現額に対します執行割合は合計欄で９４．２パーセントであります。

なお、不用額は１款総務費で１０５万９千円、２款製造費で３２７万７千円、合計で４３

３万６千円の不用額となっております。２ページをお開きください。２ページは第１表の

附表であり、歳入歳出それぞれ棒グラフで表示しております。説明は省略させていただき

ます。３ページをご覧ください。３ページの第２表性質別経費分析表につきましては、歳

出の各款ごとに人件費・物件費・補助費等を示したものであり、説明は省略させていただ

きます。４ページをお開きください。４ページは第２表の附表で各款の中で節の経費の調

べであります。説明は省略させていただきます。５ページの決算不用額の主な内容につい

ても説明を省略させていただきます。続きまして、別冊の決算書、ウグイス色の焼酎事業

特別会計歳入歳出決算書によりご説明いたしますので、５ページをお開きください。５ペ

ージの実質収支に関する調書につきましては、歳入総額が７,５５９万円、歳出総額が７,０
１７万１千円であり、歳入歳出差引額並びに実質収支額は５４１万９千円となっておりま

す。６ページをお開きください。６ページの財産に関する調書につきましては、決算年度

中の増減はなく、決算年度末現在高は２台となっております。 
 以上で、説明を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 ここで暫時休憩します。 
 休憩中に消防費、清里分署関係の説明を行います。清里消防分署長。 
 
○清里消防分署長（高橋俊幸君） 
 平成２２年度斜里地区消防組合清里分署決算状況につきまして、別冊の斜里地区消防組

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

計歳入歳出決算説明書の１番後ろ、青色の表紙の仕切りがございますが、ここから斜里地

区消防組合決算になりますので、まず２ページの第１表平成２２年度款別決算額調にてご

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

１億３,８５１万２千円に対し、調定額合計及び収入済額の合計はいずれも１億３,５５３万

４千円となっております。予算現額に対する増減額は２９万７千円の減で、収入割合は予

算現額に対し９７．８パーセント、調定額に対し１００．０パーセントとなっております。

続きまして、歳出についてでございますが、予算現額が１億３,８５１万２千に対し、支出

済額１億３,５５３万４千円、不用額が２９７万８千円であり、主なものは清里分署費の職

員手当が６８万５千円、清里消防団費の旅費１２１万８千円でございます。支出割合は予

算現額に対し９７．８パーセントとなっております。次に３ページをお開きください。第

２表性質別経費分析表では左から２列目の清里分署費の合計額が１億９４８万９千円と、

全体の８０．８パーセントを占めております。次に４ページをお開きください。第３表は

ただ今ご説明申し上げました款別決算書を棒グラフにしたものでございますので、説明は
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省略させていただきます。次に５ページをお開きください。第６表では緊急出動等の状況

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

救急出動につきましては１３１件であり、傷病者搬送の内訳は下の①の表のとおりとなっ

てございます。次に６ページをお開きください。消防団員の火災等出動手当支給状況とな

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

ってございます。８ページにつきましては、性質別歳入内訳となってございます。次に別

冊の特別会計及び斜里地区消防組合清里分署歳入歳出決算書の１番後ろ、同じく青色のカ

ラー表紙の後ろが斜里地区消防組合になりますので、まず６ページをお開きください。財

産に関する調書の公有財産についてご説明申し上げます。１の公有財産の土地及び建物に

ついて合計欄でご説明申し上げます。建物につきましては、２２年度中の増減ございませ

ん。７ページをお開きください。２の物品につきましても増減はございません。最後のペ

ージをお開きください。水利現況でございますが、決算年度中の増減はございません。 
 以上で、決算書の説明を終わらさせていただきます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 これで、各会計の説明は終わりました。 
 お諮りします。 
 本日は、これで散会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本日はこれで散会します。 
 なお、明日は午前９時３０分より審査を行います。ご苦労様でした。 
 

（散会 午後 ３時４５分） 
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平成２２年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第２日目） 
 
平成２３年 ９月１５日（火） 
  再 開    午前 ９時３０分 
    散  会        午後  ２時２７分 
 
 
○委員長（村島健二君） 
 昨日に引き続き、決算審査特別委員会を開催いたします。 
 それでは審査を始めます。一般会計の歳出の方から審査を始めたいと思います。 
 １款議会費、１項議会費、１目議会費、１５ページです。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いので前へ進みます。 
 ２款総務費、１項総務費給与費、１目職員給与費、１５ページから１６ページです。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは、２項総務管理費、１目一般管理費、１６ページから１７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。２目財産管理費、３目施設管理費、１７ページから１９ページ、一括で審査

願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 １９ページの自治振興費のことで聞きたいのですが、よろしいですか。まだ、そこまで

いっていないですか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 この次です。 
 それでは、４目広報費、５目自治振興費、１９ページ、一括で審査願います。 
 
○２番（池下昇君） 
 １９ページの自治振興費のことで聞きたいのですが、花いっぱい事業、福祉ボランティ

ア事業、敬老事業に関しまして、多くの自治会の参加があるわけなんですが、全体で２９

自治会がある中、今、私が言いました３つの事業以外、それ以外の交付金が活用されてい

ないように思いますが、担当者制度を含めてマンネリ化していないかと思いますが、その

辺いかがでしょうか。 
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○町民課長（澤本正弘君） 
 今、ご質問の地域活動推進事業の交付金の関係でございます。今、池下委員の方からご

指摘がございましたとおり、各事業の交付金事業を実施しながら地域の活動の推進を図っ

て行っているところでございます。ちなみに平成２２年度で申し上げますと、敬老会事業

におきましては、２９自治会のうち１９自治会、約７０パーセント近い自治会が実施して

おります。また、除雪ボランティア事業におきましても１７自治会で実施し、支援世帯が

９２世帯という形で事業を展開しているところでございます。花いっぱい事業につきまし

ては、２２の事業団体全てが実施をしているというところで、他のいきいきサロンですと

かにつきましては、なかなか事業を実施している団体が少ないということで、いきいきサ

ロンにつきましては３団体が実施しているという状況でございます。今後、この制度を活

用しながら地域の活性化なりを進めていくように、広報なりでも周知に努めていきたいと

思っております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 関連して市街自治会の話なんですが、これは町長にお伺いしたいと思いますが、世帯数

の増加なんですが、私が住んでいる羽衣第１自治会っていうのは現在２百数戸、相当マン

モス化しております。そんな中で、自治会の再編、また自治会連合会とそういう協議とい

うのは今後なされていくのか、いかないのか。ちょっとその辺もお伺いしたいなと思いま

すが。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 自治会の再編についてでございますが、従前より例えば水元第１、第２、この自治会を

再編してはどうかとか色々なご意見がございますが、各自治会によっては色々な課題等々

もございますので、その辺整理をしながら各自治会の方とも打合せをさせていただきたい

と思いますが、今の現在ではなかなか難しいのでは無いかというふうに考えております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 よろしいですか。 
 
○２番（池下昇君） 
 はい。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
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 それでは進みます。６目交通安全対策費、７目防災対策費、２０ページ。一括審査願い

ます。前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 防災対策費の中に、食糧費が計上されています。私も今回初めて見ましたけども、この

食糧費というのはどういう名目で使用になっているのか、お聞かせ願いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 防災対策費の中の食糧費といたしまして２,６４６円が決算上計上されております。これ

につきましては、防災会議の席上に水を、会議で言えばお茶、水を会議に出した、これに

係る経費でございます。 
 
○１番（前中康男君） 
 分かりました。初めてなものですから、この食糧費は備蓄関係の食材等に使われるのか

なとお聞きしたかったところなんですけども。その関係で備蓄食糧品。先般、道新にも災

害時における備蓄品のリストアップをされて、かなり関係各施設、あるいは学校等にも配

付されていると思うのですけども、その辺に関しての実態、細かい話ですけども、毛布で

あれば１２５枚でしたか、あるいはポータブルストーブだと３つあると。それらの配置状

況と言いますか、どこにどのように置かれているのかというのを、もし分かる範囲でよろ

しいので、ご説明願います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 今、手持ちの資料を持ち合わせておりませんので、後ほどご報告したいと思います。 
 
○１番（前中康男君） 
 分かりました。同じように支所機能、札弦、緑等にも、そういう防災に関連する備蓄用

品の有無ですか、あるか無いかも合わせて報告が出ると思うんですが、もう１点、ちょっ

とその範ちゅうから広げるのですが、避難場所に公共施設、町民センター、役場等、ある

いはもう一つ、学校という避難場所、あるいは避難場所としてのグラウンドだとかもあり

ます。その場所におけるその防災に対するマニュアル作りというのは、防災づくりという

パンフレットも今、町では出ておりますけども、仮にですが役場庁舎であれば役場職員が

配置されている。ところが、学校関係における万が一の防災における防災機能の中の避難

誘導だとか、地域住民がもしそこの避難して来た時の初動体制というのは、やはり学校の

先生が一番早いかなと思うんですけども、それに対して総務課としては何かマニュアル作
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り等なるものを何か考えているのか、お聞かせ願えればと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 防災に関しましては、住民に対しまして防災マップだとか防災のしおり等として、避難

場所等を周知してございます。それで防災の避難施設等につきましては、例えば緑センタ

ー、今建設中の札弦センター等については、当然管理人がおりますので、連絡体制を取っ

た中で、速やかに開設してまいりたいと考えております。それから学校におきましては、

そういう非常事態の場合につきましては、学校の管理者なりに連絡を取り、直ちに一時的

な避難場所として開設してまいりたいと考えております。以上でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中議員に申し上げますが、質問される時にですね、必ず挙手をしてやってください。

今後そのようにお願いいたします。 
 他にございませんか。勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 ただ今の関連なんですけども、前中委員の方からも過日の新聞記事等にも防災の備蓄品

の整備の関係が出ておりましたけども、決してそれを見る限りでは、うちの町が防災備品

について十分な備品整備がされていると言えないわけで、それらにつけてもおそらくその

ことで備品の備蓄と言うか、そういうものの見直しをかけるのではないかなと思うのです

が、そのことに向けてどの程度の部分で、その範囲で備蓄の部分を補充していくという考

え方がありましたら教えていただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 防災備品につきましては、例えば毛布とか石油ストーブ等については期限はございませ

んが、食糧品につきましては概ね３年とか色々決まりがございますので、それぞれ補充し

た中で整備をしてまいりたいと考えてございます。 
 
○委員長（村島健二君）  
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 新聞の中では冬期の災害ということをやっぱり大きく謳っているわけで。ただ、寒冷地

における冬期間の災害となると、寒さと言うか、そういう部分に対する対応を十分にして
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いかないとならない部分でないかなと思う。そういう部分でも、災害の少ない地域ですが、

万に一つと言うか、そういう部分の災害も想定した中で整備の方を進めていただきたいな

と、そのように思いますので、一つよろしくお願いいたします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 先ほど前中委員さんの方からご質問のありました、防災備品の備蓄の一覧についてご説

明したいと思います。清里町は町民会館、それから役場の車庫等にそれぞれ保管しており

ます。それから、札弦においては本来札弦センターでございますが、今は工事中ですので、

札弦のミニトレセンの奥の物品庫に保管しております。それから緑においては、緑センタ

ーに保管しておりまして、食糧といたしましては、アルファ米、清里で２００人食分、札

弦で５０人食分、緑で５０人食分。それからその他に飲料用の水がポリタンクとか、毛布

については新聞報道がございましたが清里で６５枚、札弦で３５枚、緑で２５枚。それか

ら救急箱、懐中電灯、ロウソク、拡声器、発電機、発電用の携行缶、これについては清里、

札弦、緑にそれぞれ保管してございます。それから石油ストーブにおいては清里、札弦、

緑それぞれに２台ずつ。燃料のポリタンクとか、サークルライトがそれぞれの施設に１台

ずつ。ヘッドライトが清里３台、札弦１台、緑１台。コードリールとか手巻式の停電の時

に対応できるラジオがそれぞれ１台。あとは非常用のトイレとか組立式の簡易トイレだと

か。その他に携帯用の衛星の電話機をそれぞれ清里、札弦、緑に保管しているところでご

ざいます。以上でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 今、明細に公表されました。その中で、先ほど冒頭で、学校もやはり一時避難所として

の機能を持っていると。そういうところで、僕の経験上、中学校に昔は備蓄カンパン等を

常備していた記憶がございます。でも現在、備蓄食糧、毛布等は今置いていないのかなと

思います。でもやはり、一時避難所としての機能を持たせるとなると、その辺はどうなの

かなと。あともう１点、これ先般、たまたまＰＴＡの中で、全道の中でしたけども、ある

時ですか、根室沖等の地震の時の津波等の被害の中、そして今回の東日本大地震の時もそ

うなんですけども、やはり公共施設の避難場所の海抜表示って言うんですか、そういうも

のを啓蒙的にする。そのことによって、自分達が立っている場所の高さが分かるというこ

とで、かなり有意義なかつコストの掛からない、その防災意識を高めるという発表があり

ました。是非とも、当町もそれに向けて施策としてそんなにコストの掛からないことだと

思うので、できればそういうところも、総務課の中で検討していただければなと思います。

説明があればお願いします。 
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○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 学校等の非常食の配置でございますが、非常食については賞味期限もございますし、あ

ちこちに分散させますと非常に数も必要になってきますので、できれば札弦センター、緑

センター等に配置して、各学校が避難場所になった場合については、搬送体制を整えてま

いりたいと思いますが、この件については今後検討させていただきたいと思います。それ

から津波等の海抜等の表示でございますが、この役場の海抜が２２メートル、そして道で

津波の関係で防災計画の作り直しと言いますか、計画を策定している段階では、今聞くと

ころの情報によりますと、オホーツク海は非常に地震の少ない所で、想定されるのが震度

５で津波が６メートルと、北海道の公式の見解ではございませんが、そういう中で計画が

進められているところでございます。本町においては、６メートルでしたら清里町の海抜

からいけば大丈夫ではないかという判断に立っているところでございます。いずれにいた

しましても、海抜等の表示についても道の計画と合わせまして今後検討してまいりたいと

考えております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にございませんか。勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 どんな部分で言ったら良いか、防災と言うことですので、緑ダムは前回ある議員の方か

ら質問も出たと思うんですけども、このダムについてなんですけども、今回３月１１日に

大震災が起こりまして、地震による被害という部分で農業ダムが１箇所壊されている。そ

れで下にあった集落が襲われて７人ほどの死者が出ていると。そういう実体はきっと知っ

ているのではないかと思いますけども、緑ダムが絶対に安全だっていう保障はそんなに無

いわけであって、当時私も期成会の方で役員をやっていたんですけども、開発からのコメ

ントの中では、震度６とか６．５とかって言っていたんじゃないかなと思いますけど。た

だ、過去においても、震度６という地震が来たことも無いわけでございますが、絶対に無

いという保障は無いわけでして、そういうものを含めた中で緑ダムの安全性という部分に

ついて、どのように町側として考えているのか、捉えているのか、そのような部分をお聞

かせ願いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 緑ダムの安全性については、建設されました開発局の方にもどの程度の震度で破壊する

事があり得るのかということを確認しているところでございます。詳しいことは開発の方

も、震度５とか震度６とは言わないわけでございますが、釧路沖地震の震度５などでも壊
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れていないという。それから東北の方の今回の地震においても、先ほど委員の方からもあ

りました浅沼ダムについては、一部決壊をいたしましたが、建設年度が大変古いものであ

るので、これについては緑ダムと比較するのは難しいと。近年建てられているダムについ

ては、今段階で考えられる地震については壊れることは無いだろうというのが開発の方の

見解でございます。うちの町といたしましても、東北のような震度７とか８とかという場

合はちょっと想定外といたしまして、普通の段階においては決壊することは、爆発的に崩

壊するようなことは無いだろうということで考えているところでございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 今、産業課長さんの方から開発の方からは壊れることは無いだろうと。こんなことを言

ったらあれなんですけども、だろう、だろうということを信じてその下で住んでいるわけ

なんですけども、ただ、おそらく農業ダム、それ以外のダムも含めて、管内においてうち

の町だけでは無いと思うんですよね。他の町でもダムを抱えている所もある。そういう部

分で、農民連盟の方でも開発の方に一応どういう見解であるかということを聞いて意見交

換等を行ったそうなんですけども、いわば大丈夫だってことの一点張りだと。そういう中

では、やっぱり予期せぬ事態と言うか、そういうものもきちっと想定した形の中で、今回

東北の部分っていうのが良い教訓ではないかなと思うんですよね。そういう部分で、ダム

を抱えている町村の首長さんなりがやっぱりそれぞれ開発なり、ダムの実写と言うか、そ

こら辺に向けて安全性の確認と言うか、色んな形での万が一災害があった時を想定した形

の中で、一つの安全性をきちっと問い正す形の中で住民に周知することが、より安全な町

づくり、そういうものに結びついていくのではないかなと思います。そこら辺についてど

う思うかお願いしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 開発の方の指導などの中では、壊れることは無いだろうということでございますが、想

定外の地震や災害で壊れることも無いわけでは無いわけでございますので、そのような場

合の清里町民の安全をどう確保していくのかという部分については、広報なども含めまし

て、また総務課の方とも連携いたしまして、住民の避難、安全に避難をされたりできるよ

うに努めてまいりたいと思っております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
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 それに付随してもう１点なんですけども、ダムの本体に何かあった時に一部決壊、全面

決壊はそうそうロックヒルダムということで、あれだけの岩石が一気に崩れるということ

は想定しずらい部分なんですけども、部分決壊なりした時などに川の増水があったら、実

際にはあの現場に行く道っていうのは、おそらくなかなか難しいのではないかなと。あそ

このダムへ行く手段というのは無いんですよね。そこら辺っていうのは、それを町側にど

うこうっていう部分じゃないんですけども、そういうようなことが想定された時には、ど

ういうふうに対応するっていう部分も含めて、これはやっぱりきちっと開発の方に言って

いってもらいたいなと思うわけですけども。よろしくお願いしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 ダムの建設は開発の方でございまして、男鹿の滝の方とダムの方に行く所の分かれ道か

ら、ダムの方については警報のサイレンなども鳴るようになっておりますが、あれから緑

側については、そういうようなものもございませんので、万が一の時のために、例えば緑

市街地の中でもサイレンが鳴るとかというようなことを、できるようなことを開発の方に

も要望してまいりたいと思っております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 防災対策の関連で質問させていただきます。本来、小学校の関係で聞きたかった部分で

ありますけれども、２２年で小学校の新栄、江南が統廃合になっておりまして、当然防災

対策の関係の避難場所等についてもなっていたかというふうに思ってございます。これは

２３年、今年度に向かってはそこら辺の対応をどのように取られているのか、お聞きした

いと思いますが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 平成２３年度におきまして、江南小学校、新栄小学校が廃校になっております。それで

グラウンド等については、そのままの状態になっておりますので、一時的にそこに逃げる

とかは可能でございますが、学校については電気等も使えなくなっておりますので、その

場合については地域の自治会館、あるいは江南であれば研修センター等を使ってまいりた

いと考えております。 
 
○委員長（村島健二君） 
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 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 この防災マップの関係でありますけれども、ここら辺の変更という部分については、遂

次変更するなら変更する。そして周知徹底する中で広報なり色んな情報の中で開示をして

いかなかったら、まずい部分があるんだろうなと。防災の関係でありますので、その辺を

気をつけていただき、進めていただければと思いますが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 この件につきましては、順次変更してまいりたいと考えております。そして住民周知も

併せて実施してまいりますので、ご理解いただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。８目町有林管理費、２０ページから２１ページ。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 町有林整備、新植工事６０万３千円ということで微額ですが、実際町有林２百町か何百

町あるんですが、その整備が６０万ぐらいで整備が計画的になされているのか。伐採、伐

期を延ばしたという今までの経過もありますけども、もう少し経費をかけて整備をしてい

く必要があるのではないかと思いますが、その辺の実情を今後どうしていくのか教えても

らいたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 最初に工事請負費６０万３千円でございますが、これにつきましては、江南町有林の０．

９ヘクタールの新植に係る経費となっております。次に、ただ今町有林３００ヘクタール

からある中での管理運営が計画的になされているのかどうかということでございましたが、

町では町有林の管理計画というものを平成２１年から２５年までの５ヵ年計画で定めてお

りまして、この中に施業計画などもありまして、５年間で約１００ヘクタールの間伐や下
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刈、新植などをそれぞれ計画的に進めることで計画がなされているところでございます。

また、皆伐に係る伐期年度を８０年に引き延ばしている関係の中での今後の考え方という

ことでございますが、この計画書の中にも網走の東部森林づくりセンターの指導も受けな

がら、８０年までは樹木が成長していく過程にあるので、８０年を目途に皆伐していく方

法もあるということで計画を作ってきているところでございますが、すでに６０年を超え

ている特に青葉町有林につきましては、６０年を超えてきている樹木もございますし、８

０年になってすぐに全部切るということには、木材会社の関係とか木を切る人の関係とか

色々ありますので、８０年に一気に切るのではなくて、もう少し早い時期から計画的に皆

伐していく必要があるのではないかと考えているところでございます。それらの中で、こ

の２５年度までの町有林管理計画が終わるのを先倒ししながら、前倒ししながら早い時期

にこの町有林整備計画を見直してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 ５年間の整備計画ということで、今６０年ちょっとということだから、２０年近くは伐

期の木は無いということなんですけど、東部森林、色んな調査で８０年も良い素材の角材

ができるのではないかという話はありましたけども、その見直しの時にまた再度抜き打ち

的に伐期が来ているのか、傷んでいないのか、伐期がもっと早まるのではないのかという

ような調査をして、８０年まであと２０年間、町の財産を一つもお金にしないというのも

ちょっと寂しいような。計画的に新植も皆伐して植付けも必要だと。我々の世代ではもう

手は付けないような感じで、管理のみなんですけども、木材価格も多少上がっていること

もあるので、その辺の見直しも含めて、その伐期の見直しだとか、そういうことも視野に

入れて進めてもらいたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 ただ今、澤田委員の方からいただきましたようなお話を十分参考にしながら、計画の見

直しをしてまいりたいと思っております。それで町有林でございますが、３００ヘクター

ルほどあるんですが、カラマツ林の部分とトドマツの部分、また広葉樹の部分とありまし

て、カラマツ林の部分は約半部の１５０ヘクタールほどあります。その大半が青葉町有林

でございます。青葉町有林につきましては、早いものは６２年ぐらい、細いものでも５０

年を超えているような状況でございますので、仮に毎年１０ヘクタールずつ切ったとして

も、１５０ヘクタール切るには１５年かかりますので、先ほども申しましたが８０年にな

ってからというのではなくて、早い時期に計画を見直しながら、市況等も見ながら、また

５０年ぐらい経ちますと大体、木は成木いたしまして、どんどん伸びていく期間が５０年
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を過ぎるとだんだん緩やかになっていくというデータも出ておりますので、十分検討させ

ていただきまして、計画書に反映させてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。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、２１

ページから２２ページ、一括で審査願います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 ２２ページでもよろしいのでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 良いです。 
 
○１番（前中康男君） 
 １３目、これもよろしいでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 まだ早いです。 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１２目顕彰費、１３目報酬等審議会費、２２ページ、一括審査願います。 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 １３目報酬等審議会費についてお尋ねいたします。議員になって初めてで、この報酬等

審議会費の位置付けと、あるいは委員さん、それと開催等の規定があるのかどうか。その

辺も詳細に説明願います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
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 報酬等審議会費ですが、これにつきましては、議員、それから報酬委員、町長、副町長、

教育長等の報酬の改定にあたり、条例を提出する前にこの審議会に諮問をし、それを踏ま

えて条例改正をすることとなっております。平成２２年度においては、そういう状況に至

らなかったということで、開会はしていない状況にございます。以上でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 この審議会は、開催する事項が発生した場合に報酬審議会を開催するということでよろ

しいのでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 そのとおりでございます。報酬等の改定が必要な場合、当然条例提案が必要となってま

いります。条例提案をする前にこの審議会に諮問をし、その後条例提案をすることとなっ

ておりますので、２２年度においてはそういう状況がなかったということでご理解いただ

きたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 過去、直近の部分で報酬審議会が開催されたのは、いつでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 平成１７年度に開催してございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 と言うことは、ある程度の見込みの発生のある審議会の時期に、ある程度の予算計上の

形もできるのかなというふうに捉えてよろしいのでしょうか。要するに、報酬審議会の審

議が発生するだろうということで予算計上するのか、あらかじめ毎年度毎年度、このよう
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な形で予算計上していくのか。その辺どうでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 報酬改定等につきましては、国の色んな情勢等において年度途中に変わる場合もござい

ますので、毎年度当初予算で計上し、そして３月の実行予算の段階で補正で減額している

状況にございます。そういうことでご理解いただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは進みます。１４目職員福利厚生費、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは進みます。１５目総合庁舎管理費、１６目行政情報システム管理費、２３ペー

ジから２５ページ、一括審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。１７目管内町村公平委員会費、２５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようでございますので、説明委員交代となります。質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようでございますので、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 
○委員長（村島健二君） 
 引き続き、審査を行います。３項開発促進費、１目企画振興費、２目土地利用計画費、

２５ページから２６ページ、一括で審査願います。 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 １３目の委託料、総合計画書作成委託料のことについて質問したいと思います。主要な

施策の成果を説明する書類の中で、第５次の清里町総合計画の策定事業。この中において、

計画と実績の部分で大きく執行額が変わっているんですけど、中身を見ますと審議会開催

で計画は１０回の１１０万、実績は８回で４４万と、回数の割には随分費用弁償なりが少

なくなっている部分と、それと、印刷の関係も含めてですけど計画は２３６万、それが５
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９万と。この部分についてどういう形からこういうふうになったのか説明お願いしたいと

思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 審議資料の１８ページの関係だと思いますが、第５次総合計画の策定委員会、これにつ

いては委員報酬については計画では１１６万７千円、実績で４４万８千円ということでご

ざいますが、まず回数が１０回から８回に減っているのと合わせまして、委員報酬等の場

合については、当初予算では全員が出席するものとして予算計上しておりますので、実績

といたしましては欠席者もおられましたので、４４万８千円となったということでご理解

いただきたいと思います。次に計画書の印刷の関係でございますが、当初２６０万３千円

で計画しておりましたが、当初の印刷の２６０万３千円については、デザインとそれから

印刷を見込んでおりましたが、デザインは発注しておりませんので印刷だけということで

５９万９千円でなったということでご理解いただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 説明をちょっといただいたわけでございますが、全員が出席を見込んだ形の中での１１

６万と。審議会の関係ですね。それが４４万となると８回で半分以下になっちゃっている

わけですから、相当人数が出席率が悪かったのかなと想定される部分と。印刷の関係では

デザインをという部分ですけども、当初見込んで、あまり細かいことを言いたくないんで

すけども、こういう形の部分の、上の部分は人数がね、出席されなかったっていうのは改

善して、あくまでも多くの方の意見を聴取してという形の部分ですから、出席はたくさん

来た方が良いんじゃないかなと思いますが、印刷の部分でのこの工夫っていう部分での、

ましてや、この４分の１以下になってしまうという形の中では、デザインを発注しなかっ

ただけでこのくらいのことってなると、経費を削減するっていう部分では、そういうこと

をちょっと考えていって進めていったら良いのではないかと端的に思ってしまうのですけ

ど、そこら辺についてどうお考えでしょうかね。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 今後の予算につきましては、十分この辺を検討しながら予算計上してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 
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○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは進みます。３目花と緑と交流のまちづくり事業費、２６ページから２７ページ。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 それでは、負担金・補助金のところでございますけれども、移住定住補助ということで

１２０万となってございますけれども、この中身について教えていただきたいと思います

が。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 この移住定住事業に対しましては、清里町移住定住を促進する会 代表ＮＰＯ法人清里

観光協会に対しまして、移住定住事業に対しまして１２０万を補助しているところでござ

います。この内容につきましては、この事業者が清里町の羽衣南の２棟の住宅を使用いた

しまして、移住定住事業を実施しているところでございます。以上でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 それではこの関係については、その２戸の部分で補助していると理解してよろしいので

しょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 そのとおりでございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
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 この関係で聞いたらまずい部分もあるのかもしれませんが、これに当然入って、定住移

住の他の部分でも当然利用料が入るわけでありますけれども、それは当然町に入るという

ふうに理解してよろしいのでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 住宅の利用料につきましては、この事業の実施主体でございます、清里町移住定住を促

進する会に入ってございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 そうすると、金額は分からないわけでありますけども、収入もそちらに入って、補助金

もそちらに入るというふうに理解してよろしいのでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 この清里町の移住定住を促進する会には、町からの補助金と、それから住宅を利用した

方の使用料等が収入で、支出については当然住宅を借りておりますので住宅の賃借料、そ

れから電気水道等の管理費、それから広告宣伝費が支出となってございます。ということ

でご理解いただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 この関係について、まだまだ資料と言うのか、中身が分かりませんので何か変だなと思

いますけども、とりあえずそれ以上の調べる手段が無いので、変だなということだけ伝え

ておきます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
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 今の畠山委員の質問に関連してですけども、この定住移住はもう４、５年ですかね、経

過したわけですけども、そういった中で実績、成果、これを見るとゼロ、定住の関係では

ゼロ、相談は１７件とあるわけですけども、今後ともこのような状況で続けていくのか。

それともう１点、畠山委員も聞かれたわけですけども、１２０万を２軒の住宅に助成して

いると言うか、そういうことで当然家賃も入ってきて、それがその部分については広告宣

伝費にそれぞれ使われているという答弁なんですけども、どうもちょっとこれが、１２０

万と家賃とで総額どれくらいになるのか、ちょっと家賃の部分については分からないわけ

でありますけどもその部分。それから今言った、今後こういう状態でこれを続けていくの

か。それから町当局としては、今後さらにどういう考えを持ってこの事業について考えて

いくのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 この移住定住の事業でございますが、もう何年か経過して、ただ今聞くところによりま

すと、ここを利用した方で清里に住みたいと言う方も一人いらっしゃるようでございます。

ただ、実質の事業の成果としては難しいものがございます。ただ、今後清里町においても

新町の定住団地等を販売促進してまいりますので、こういう事業を通じながら一人でも多

くの方々に清里に住んでもらえるように事業を実施してまいりたいと考えておりますので、

ご理解いただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 なかなか定住団地の造成事業も３期に向けて取り組んでいくわけですけども、なかなか

住んでくれる人がいなく、難しい状況なわけです。そういった中で、もちろんこのお試し

住宅、こういうのも整備しながら進んでいただいて、ここの清里町の良さを知ってもらう

と。そういうことも、もちろん大事なわけですけども、環境が良くて、空気が良くて、水

がおいしいといった単純な、北海道はどこに行ってもこういうような環境なわけで、そう

いう単純なことだけでは、なかなかこの事業の成果っていうのも上がらないのではないか

と思うわけでして。今回、移住した方の土地の助成か何かあったんだったか。今回、無か

ったかな。具体的にそういった、これから町外から清里に住んでくれる人の特別な優遇措

置とか、そういったことを今後考えていく、そういうのがあるのかどうなのか。参考のた

めに伺いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
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○総務課長（島澤栄一君） 
 移住定住は少しでも成果が上がるように、いずれにしても来年度２４年度の事業になり

ますが、移住定住促進に向けて、町としても支援策を検討してまいりたいと思っておりま

す。そして所管委員会とも十分相談させていただきたいと思いますので、ご理解いただき

たいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にございませんか。 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 聞くついでに、このお試し住宅は何年だったか、４年だったか。これが終わって、今後

もこういう状態で続けていくのかどうなのか。そこら辺、それだけ聞いておきたい。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 平成２０年度からは新しい西側の２戸の住宅を使って、今後とも事業を続けてまいりた

いと考えております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他に。 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 花と緑と交流のまちづくり事業について、お伺いします。この事業自体が１１年目に入

っている。第５次の総合計画の重点事業だと私は受け止めておりますが、行政主導で住民

の参加が少し低下しているように感じているのですが、その辺いかがなんでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、大きく３つのテーマを掲げまして、１

つは花と緑の事業、もう一つは田園の散歩事業、そして交流事業ということで進めてきて

おります。その中で、花と緑の事業につきましては、道道のメイン通りの花壇の整備、そ

れから１戸１戸の店などにおきます花、それから花の駅長さんだとか、それから緑の植樹

祭など、多くの方々の行政と町民とのパートナーシップの中で築かれてまいりまして、美

しい街並みができてきているというふうに考えております。今後につきましても、このよ
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うな町と町民との協働によりながら、美しい町づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 今、課長からの話を伺いましたが、私のところに色んな情報が入ってくるのですが、特

にプランターの設置、道道植樹帯花壇の設置に関して、道道沿線に関係している住民の方

が、最近すごく高齢化が進んで大変であるという声が実際に聞こえてくるわけです。多く

聞こえてくる声の中に、やはり個人負担、水道料とかですね、花に水道料をかけているの

にも関わらず、下水道料金も含まさってくると。そういうところで負担も大きいと思いま

すが、そういうことに関してはどうなんでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 花緑事業に関しましては、１０年以上前から町民と行政のパートナーシップということ

で築いてきておられまして、その中で、大通りに面する部分などにつきましては、点から

線に一気に持っていきたいという中で、花苗を補助しながら今日に至ってきているわけで

ございまして、全ての町民の花苗や水道を補助しているわけではございませんので、基本

的に今後におきましても、里親として花壇を管理する部分で色々と難しくなってきている

方もいるかとは思いますが、町民の方々の花に対する意識は高まってきておりますので、

今後につきましても、今までのような基本的な考え方を持ちながら進めていきたいと考え

ております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 今、私が言いました水道料の話をしましたが、公共料金っていうのは決して無料になる

とは思っておりません。ただ、こういうふうに行政が主導になってやっているわけですが、

個人的にこういうふうに一生懸命にやってくれている、道道沿線だけではないですけども、

やってくれている人がいるんですが、そういう人たちに対して何か具体的な支援策ってい

うのは考えているのかどうなのかってこともお伺いしたいです。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 



39 
 

○産業課長（斉藤敏美君） 
 花を美しく保って行くためには、色々とご苦労されているというふうに思います。暑い

日もあれば、雨の多い日もあり、そんな中で水道料も掛かる、色々なことがあるかと思い

ますが、いずれにいたしましても、基本であります行政と町民とのパートナーシップを基

本に、今後も進めてまいりたいというふうに思っております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 先ほどの定住移住の関係で繰り返しなんですけども、全部で４戸か５戸実施されている

と思うんですけども、この１２０万の補助というのはこの２戸だけなのか。２戸だけに補

助しているのか。そこら辺聞きたいのですが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 この清里町移住定住を推進する会においては、清里町の２戸の住宅に係る事業でござい

ます。従いまして、使用料等についても２戸に係る部分。それから管理費等についても２

戸に係る部分でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 他にもどこかに記憶では札弦かどこかでも実施されているんですよね。このお試し住宅

というのは。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 町内には移住定住に関係する住宅と言いますのは、ただ今総務課長が説明しております

羽衣地区の新築住宅２戸と、札弦地域に中古住宅を活用している２戸がございまして、平

成２２年までは羽衣地域の新築住宅２戸については、花緑事業費の中で予算計上されてお

りまして、札弦の中古住宅２戸に関しましては、商工費の中で予算を組んでいるものでご

ざいます。平成２３年度からは羽衣地域の２戸も札弦地域の住宅２戸も合わせて、総務費

の方で予算の計上をさせていただきまして、一体的な補助団体の経理ができるような形で
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今、進めさせていただいているところでございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 今分かったわけでありますけども、何で別個別個になったのか分かりませんけども。次

に町民海外派遣研修事業参加。これもかなり長い年月、交流されて実施されているわけで

ありますけども、今までこの事業を行ってきた中で、どういった成果が得られたのか。そ

こら辺をちょっと、そういうまとめがあればお聞きしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 町民の海外派遣研修事業につきましては、一般の町民並びに中高生の派遣、さらには留

学生の派遣ないし受け入れということで実施をされておりまして、平成２年度より町民の

海外派遣を行ってきております。平成２２年度まで実績で１３２名の方々が派遣研修に参

加をされております。その中で主にニュージーランド・モトエカへの派遣が９８名、その

後、フランス等への派遣ということで１８名派遣されております。その中でニュージーラ

ンド・モトエカに行きまして現在の花緑事業の基になったと。ニュージーランドに行った

中での景観等を見てですね、本町におきましても花と緑のきれいな町づくりを行っていく

ということで、現在の事業に結びついているところであります。フランス等のまなびすと

事業ということで実施しているものにつきましては、町民の自主的な学習機会を作るとい

うことで、それぞれのテーマに沿った中で海外に行っていただき、勉強していただくとい

う中で、それを基にしまして、産業の振興ですとか、あるいは新たな農作物を研究したり、

あるいは食品の開発に結び付いたりということでの成果が上がっているところでございま

す。また、中高生の派遣につきましても、平成２年度より行っておりますけども、さらに

は平成６年には交換留学も行っております。その中で留学生を派遣いたしまして、それを

基に清里に戻ってきていただいて活躍をしていただく。あるいは国際理解教育という中で

は、やはり現に海外に行って現地を見てくるということで、子供達への効果っていうのは

非常に高いものがあると思います。また、交換留学生を受け入れることによりましても、

清里高校における他の生徒への波及ということも非常に大きいのではないかというふうに

考えているところでございます。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 長い交流の中で色んな成果をお聞きしたわけですけども、私もこの事業には大いに賛同



41 
 

するわけですけども、今後さらにこの事業を深めて、もっと何か考えがあるのか、そこら

辺をちょっとあればお聞きしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 まず一般の海外派遣につきましては、現在それぞれテーマに沿った中で自主研修という

ことでの派遣形態となっております。その中で５年ほど経過しているわけですけども、今

後もその自主的な研修テーマっていうのを尊重しながら、また教育委員会といたしまして

も、色々な勉強する機会、文化芸術ですとか、あるいは体育振興のそういった色々なテー

マに沿った海外研修の企画がされております。道なりのレベルでの企画がされております

ので、そういったものをどんどん紹介し、活用していっていただきたいというふうに考え

ております。また中高生の関係につきましても、主に交換留学という部分では、近年受け

入れの方が若干停滞しておりますが、これも清里高校と連携しながら、向こうのモトエカ

の校長先生も実は昨日からお見えになっております。そんな中で十分に連携を取った中で、

複数名受け入れをしていきたいということで、現在その調整中でございます。そういった

ことで、派遣はもとより受け入れる側も重点を置きながら、今後進めていきたいと考えて

おります。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にございませんか。 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 提案なんですけど、総合計画の時も誰か言っていた方がいたんですけども、緑の植樹事

業が長い間続いて、またニトリ財団から５年間寄付をいただくということで、江南のさく

らの山をまた整備してやるってことなんですけども、子供達ももし植樹をしたらネームプ

レートって言うのかな、植えたっていう記録が残るように、何年か経って僕が植えた、私

が植えたというような記録に残るような、５本に１本でもネームプレートを付けるってい

う地域もあるって聞いたんですよね。もしできれば、子供達の将来のためにもそういう企

画はどうかなと思いまして提案してみたんですけども。お願いします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 検討してまいりたいと思います。江南のさくらの山につきましても何年か植えてきてい

る経過があるのですが、最初立てた時のものが倒れているのもありますので、植えた年度

を確認しながら検討してまいりたいと思います。 
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○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。４目景観形成総合支援事業費、２７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。４項徴税費、１目徴税費、２７ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。５項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、２８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。６項選挙費、１目選挙管理委員会費、２８ページから２９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。２目参議院議員選挙費、２９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。３目知事道議会議員選挙費、２９ページから３０ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。４目農業委員会選挙費、３０ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 ７項統計調査費、１目各種統計調査費、３０ページから３１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 ８項監査委員費、１目監査委員費、３１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようでございますので、説明員交代が交代となります。質問漏れございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、暫時休憩いたします。１０時５０分までです。 

（暫時休憩） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは、再開いたします。 
 ９項地域振興費、１目地域振興対策費、３１ページから３２ページ。 



43 
 

 何かございませんか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 無いようですので進みます。２目臨時交付金事業費、３目地域活性化交付金事業費、３

２ページから３３ページ。一括で審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、説明員が交代になります。質問漏れはございませんか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 先ほどの地域振興対策の中で、負担金・補助金、農商工観光業異業種連携事業というこ

とで、９００万で事業が進んでいるところでありますが、昨今でありますけども、事業を

展開されて頑張っておられる方、あるいは中止をされている方、これらについても今後ど

ういうふうな方向で進めていかれるのかなと。大変金額が大きい数字でありますので、本

来開業すれば３００万いただけるよと。ただ、一生懸命やって継続されてる方、あるいは

都合が悪くてできない方、これらを本当に一緒くたで物事を考えて良いのだろうかという

部分も含めて、お聞きをしたいと思いますが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 農商工等異業種連携事業につきましては、平成２１年度から要綱に基づき実施している

事業でございまして、この２年間に６戸の農商工異業種連携の補助をしたところでござい

ます。２２年度におきましては、３戸で９００万円ということでございます。今までの６

戸のそれぞれの事業者には、アンケートを取りながら現在の業績を報告してもらっている

ところでございますが、試験開発も含めながら実施しているということから、利益を生み

出すというところまでは達成していないというのが現状でございます。平成２２年度で補

助いたしました３戸の中で、１戸の肉や農産物を使ってお味噌などを作っている事業者に

つきましては、現在お味噌などを仕込んで寝かせているような状態で、まだ売上げがない

ということでございますが、計画どおり事業を進めていただいているところでございます。

それから喫茶店、軽食喫茶をなされていたところにつきましても、本年度の４月早々にオ

ープンいたしまして、現在週４日、火水木金で営業しております。オープン当初、ちょっ

と健康を害したということもありまして、計画どおり本格的にはまだ至っておりませんが、

近いうちに予定どおりの計画どおりの実施がなされるものというふうに確認をしておりま

す。最後にパンを製造された方でございますが、ゴールデンウイーク明けの５月にオープ

ンをいたしましたが、職人で来られておりました方が健康等の理由によりまして、止むな
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く辞められたということで、５月にオープンしまして６月は健康状態が悪いということで

休止状態、休んでいたというのが現状でございますが、７月、８月につきましては、補助

をしました方が自らパン作りの講習等も受けながら、土曜・日曜で営業を進めてこられた

ところでございます。現在は本格的に自らパン作りの修行を受けると。また新しい商品開

発をするということで、今月中ぐらいに今後の計画についての報告をいただくというよう

なことで確認をしておりますので、もう少し時間がかかりますが、近いうちに補助した時

の計画に従った展開がなされるものというふうに感じているところでございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○６番（畠山英樹君） 
 当然規約、契約に則ってやっておられるのかなと思ってございますけれども、これも契

約の中で何年間しなければならないという契約の中身ではないというふうに理解するわけ

ですが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 契約と言いますか、規約の中では当分の間ということでなっておりますが、先般も本人

に来ていただきましてお話した時は、少なくても３年とか５年という部分で、いち早く補

助金申請していた時の計画に達するように、まず進めてくださいということでお願いして

いるところでございますので、近いうちに近づくものというふうに確認をしているところ

でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○６番（畠山英樹君） 
 その規約という部分の中では、年数は決まっていないで、達成するのを行政がどこまで

関与できるのか。これは規約の中で載っておられるのかどうかお聞きします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 規約の中では年数は規定されておりません。ただ、条文の中で、計画が達成されない場

合または事業者が町外へ転出されたような場合については、補助金の返還がされるという

条文がございますので、町といたしましては継続的に補助申請どおりの計画がなされるよ
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うに、指導してまいりたいと思っております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○６番（畠山英樹君） 
 申し訳ないわけでありますが、どう聞いても規約に期間が載ってなくて、そして、これ

から言っていきますよと言ったら、色んな都合でできない方がおられる。ただ今はできな

いよ、ちょっと待っててと言って、それで融通がきくのかっていう話。そんなことは無い

のでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 指導を続けてまいりまして、最終的に休止状態になるような場合には、補助金返還も止

むを得ないというふうに考えております。あと付け加えますが、この要綱の前進という形

で平成２３年度から新店舗の補助要綱を制定いたしました。この要綱につきましては、こ

の期間というものをきちんと定めて作ったところでございます。この農商観工の２年間の

部分の要綱については、期間が定まっていなかったということを反省して、２３年度から

の分については、明記させていただいております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○６番（畠山英樹君） 
 当然気が付いて新しい部分で変えられるっていうのは理解をするわけですけれども、こ

こらの本来始めることも大切でありますし、そしてこれから続けるって部分も大切なこと

だろうと思っています。ここら辺の今後、この進め方としてどういうふうな展開をさせて

いくのかっていう部分が、ここら辺の規約の中身についても出てくるのだろなと、そんな

ふうに思うわけでありまして、これらの今回の反省に立ってですね、新たな規約ができる

のであれば、できているのならば教えていただきたいと思いますけれども、まだまだこれ

からというような部分であれば、今後考えていただければと思うわけでありますが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 農商工等異業種連携事業につきましては、２１年、２２年の認定で終了でございます。

２３年度からは名称を変更いたしまして、新店舗の形で期間等を明記してスタートしてお
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りますので、２１年、２２年の要綱に基づく認定等は今後はございません。この６戸で全

てでございます。この６戸が計画どおりに進んでいくように、今後も町として指導をして

まいりたいと思っております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にございませんか。 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 ただ今の、農商工連携事業に関連してなんですけども、大変良い事業だと僕は思うんで

すよね。町の中でも商店街が疲弊して、どんどん寂れていく一方の中で、新たな夢を持っ

てそういう店舗を展開していくという形の中では、そういう夢を持った人間に対する助成

っていう部分では大変よろしい事業かなとは思うんですが。問題は、あまり厳しいことを

言ってもおそらく育つものも育たないと。そのような部分も含めて、せっかく出たものを

きちっと育てるために、今、指導、指導と言われてましたけども、どんな指導をしていく

のですか。ただそういう部分では専門分野の指導ってなると、それは当然役場の指導と言

ったって難しい部分かもしれません。しかし、きちっとそういう部分で、相手方がやっぱ

りうまくいかないと、そういう時にそれをサポートできるような体制が無いと、僕は育つ

ものも育たないのではないかなと、そんなように思う部分で。せっかく取り入れた事業、

新しい形で名前を変更して２３年度からも発動すると。そういう形の中ではきちっと最終

的な部分まで面倒をとは言いませんけども、そういうものがサポートできる体制も取って

いただきたいなと思う部分ですけども。そこら辺はどう考えているのか、お願いしたいと

思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 この事業の主旨は、個々の事業を展開したいという方の考え方で申請書が上がってまい

りまして、その内容を精査いたしまして、町といたしまして事業費の３分の２以内を補助

していくものでございます。従いまして、町といたしましては個人が営業を展開しようと

するものの中身に特に指導するということではなくて、計画どおりに進んでいなければ計

画どおりにやっていただけるように指導する。そして町が何かお手伝いできるものがあれ

ばお手伝いするということで、基本的に町がこの事業者に対しての指導ということは、考

えておりません。 
 
○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
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 そういうふうに言ってしまうと本末転倒の世界で。これは予算の時にもちょっと質問し

て、執行当局の方からは商工会がその指導にあたると。そこでは僕は苦言を申し上げた次

第でございますけども。その商工会の指導の下にどんどん店が少なくなってくるんですよ

と苦言を申し上げたわけでございます。ただ、そういう部分で確かに商工会にも指導して

もらわなければならない。ただ、みんな素人から始まることなんですよね。この町で何か

を始める時に、誰もプロはいないと思います。素人がやる形の中で、その素人の人がやっ

ぱりやりたいという芽をきちっと育てていくという考え方の中では、僕はお金を出してそ

のことについて、きちっとやっているかどうか、その部分でやれなければやれない部分で

の指導はしますと。そういうことだけでは、僕は育っていかないような気がするんですよ

ね。きちっとそういう部分も、そうしたら執行側でどんなことが教えれるんですかってこ

とになってしまうかもしれませんけども、それは他の色んな機関、部分に通じてでもやっ

ぱりそういった指導ができるような部分に持っていくのが、僕は行政として一つの事業の

取り組みとして、末端まで考えていくという考え方で、気持ちの中で事業取り組みをして

もらいたいなと思うのですけども、いかがなものでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 試験的に開発されたものなどが、製造されて流通していくために、例えば商工会などの

協力なども当然出てくると思います。色々な方々の協力もいただきながら、町といたしま

しても十分検討してまいりたいと、支援してまいりたいと考えております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、ここで説明員の交代となります。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは再開いたします。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、３３ペ

ージから３４ページ。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 社会福祉協議会のことでちょっとお伺いしたいのですが、今現在、本部に課長職、それ

から係長職で２名、さらには老健の方には主幹職１名が町から派遣されている状況が、お

およそ１１年続いていると思うのですが、この体制はいつまでこういう体制を取るのかお
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伺いしたいのですが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 副町長。 
 
○副町長（宇野充君） 
 ただ今の、池下委員の質問にお答えいたしますが、今おっしゃったとおり、課長職それ

から主幹クラスが１名、総括主査が１名ということですが、当面の間、社会福祉協議会の

方には派遣して、いわゆる順調にいくようにと言いますか、色々と運営上の難しい点もご

ざいますので、今後も当面の間、派遣していきたいと考えてございます。また、包括支援

センターの移行の関係もございますので、今後どのように展開するかも含めまして、２３

年度中には結果を出していきたいというふうに考えてございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 これから先もたぶんいくんでしょうけども、独自性というものを持った中でですね、そ

この部署において、職員を育てていくという必要があるのではないかと思いますが、いつ

までもそういうふうに派遣じゃなく、その部署その部署でリーダーを決めていくというふ

うな必要が私はあるのではないかなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 副町長。 
 
○副町長（宇野充君） 
 もちろん人材を育てていくという面もございますけども、社会福祉協議会の方の意向も

ございますし、今後も新たな人材が出てきた場合につきましては、また協議会と検討しな

がら協議しながら考えていく場面も出てくるかと思いますけども、当面の間は今の状況で

進んでいきたいというふうに町側では考えてございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは進みます。２目障害者自立支援費、３４ページから３５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。３目福祉サービス事業費、３５ページから３６ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（村島健二君） 
 進みます。４目老人福祉費、３６ページ。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 今現在の老人保健施設きよさとの清里町の待機者は何人ぐらいいるのか、お聞きしたい

のですが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 介護老人保健施設きよさとにおけます待機者でございますけども、９月１日現在で全員

で７５名でございますが、その内清里町民であります待機者については２８名となってご

ざいます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 全体でもすごく多い人数が待機していると思います。そんな中ですね、そこで働いてい

る介護職員の方や職員の方も本当に大変な苦労だと思います。また今後、介護職員の確保、

その待遇って言うんですか、大変だとは思いますが、今後ともそういうことに関して、ど

のような対応でやっていこうとしているのか、お伺いしたいのですが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 介護職員の福利厚生等につきましては、社会福祉協議会の規定の中で行われております

が、それにつきましては、清里町職員に準じた形で制度化されてございます。それから一

方、介護職員の処遇改善交付金というのがございまして、こちらは介護費用の３パーセン

ト上乗せして介護報酬として支払われるということでございますが、その分につきまして、

社会福祉協議会におきましては、介護職員につきまして月額１万５千円の介護手当、これ

は看護師、介護士、理学療法士、作業療法士など介護に直接関わる方達について、月額１

万５千円の支給並びに夜間勤務手当、従前は１時間当たり基本給の１００分の５０を上乗

せするということになってございましたものを、１００分の１００ということで現在行っ

ております。ただ、これは国全体の制度の中での処遇改善事業ということでございまして、
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２３年度で一旦終了することとなっております。今現在、介護報酬の中に含めるのか、こ

のまま継続するのかということについては、国の方で検討されているところでありますけ

れども、一般的に介護職員の処遇改善を求める声が多ございますので、その辺の推移を見

ながらというふうに考えております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 今、国からの基金の話だと思うのですが、今年度で切れまして、来年国の方の支援がど

ういうふうになるのかまだ分からない状態だと思いますが、もしそういう国からの支援が

無いと仮定した場合、清里町ではどういうふうに対応していくのか。その辺のことはいか

がでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 処遇改善交付基金事業につきましては、国の制度に則ってということでございますけれ

ども、介護老人保健施設の職員給与につきましては、町職員給与に準じるということでご

ざいまして、一般に言われている介護保険施設と比べて水準が低いということは決してご

ざいませんので、国の制度の推移を見ながらということになります。それから、介護老人

保健施設、介護保険料の中で運営していかなければなりませんので、その中での経営とい

うことになってございますけれども、様子を見ながらということで、検討させていただき

ます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 良いですか。 
 他にありませんか。前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 ちょっと関連するんですけども、今、介護職員処遇改善交付金という形で国の交付金事

業が出ているという話でございますけども、その財政的な基礎算出について、ちょっとお

聞かせ願えればと思うのですが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 介護保険料に３パーセントの上乗せをするということで、給付額が決まってまいります。
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算定基礎はそちらになります。その３パーセントについては保険者がそれぞれの介護保険

事業者に支払う。その財源につきましては、平成２０年度に措置されまして、基金に積立

ててございました。２１年度に３パーセント分上乗せして支出をする。２２年度は２分の

１を支出する。２３年度については無しということで、残り２２年度の半分、２３年度の

全部については、それぞれの介護保険会計の中から負担するということになってございま

す。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは進みます。５目地域包括支援センター費、３７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。６目国民年金事務費、３７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 ２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、３７ページから３８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 ２目保育所費、３８ページから３９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 ３目子育て支援センター費、３９ページ。 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 子育て支援センターについて、お聞かせ願いたいと思います。現在、センターの事業と

してセンターの開放あるいは遊びの広場の提供等を実施していると思うんですけども、そ

の実態説明と言うか年間の利用者ですか。それが提示されて１,７５５名とかなっているん

ですけども、その中の内訳はどのようになっているのか、もし掌握しているのであればお

聞かせ願いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 子育て支援センター事業につきましては、委員がおっしゃったとおりの事業展開でござ

いますが、１日平均の利用が子供が約１０人でございます。保護者が８人程度ご利用いた

だいております。利用実人員の方を申し上げますと、０歳児が２１人、１歳児が３１人、
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２歳児が３１人、３歳児が３１人、４歳児が２１人、５歳児が２１人、６歳児が１５人と

いうことで、保育所、幼稚園等に入所をすれば、当然そちらの方にご利用いただいており

ますので人数が減ってきますが、１、２、３歳のところがメインになるんですけども、清

里町にいらっしゃる児童数３０数名でございますので、ほぼ利用率としましては９０パー

セントを超えるような方が利用していただいてございます。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 当町において、かなりの乳幼児あるいは就学前の支援体制が拡充されているかなと思っ

ております。当町において保育所。一昨年ですか、新栄の季節保育所が閉所、今現在緑も

運営されずに札弦の保育所に通っているという実態があります。もう一つ、やまと幼稚園

が今運営されているわけですけども、その中で昨今、幼保一元化という形で国もそれらの

対応策を協議している。当町においても、給食の手立てということで、これは特例でおそ

らくやまと幼稚園に配食しているのかなと思います。そういうようなサポート、結構前進

的なサポート体制がある中で、やはり幼保一環に向けて当町としても何らかのスタンダー

ドで形付けれるものを構築する方がよろしいのではないかと。なかなか今の政権の中でも、

一昨年ですか、幼保一環の中で色んな審議等が出ていると思いますけども、やはりそうい

う子育て。子供達の視点に立った支援ですか、そういうものをやはり、ちょうどタイムリ

ーなところで検討する。そしてその就学前の子供達、０歳から就学前の中でこの色んなレ

パートリーの中の幼保施設の中で保育あるいは幼児教育ができれば本当に素晴らしいかな

と。それを、当町でも交流等の事業展開、新町に定住促進団地とか色んなアプローチがあ

りますけども、それと絡めた中でこの子育てのしやすい町というところをキャッチフレー

ズに持っていき、今当町における学校教育もかなり安定した中で、小中あるいは清里高校

の取り組み、これ全体的に当町の教育の何て言いますか、安定した子供達の環境、これは

やはり大々的にピーアールしていただければなと思います。それをやはり、これからの色

んな施策の中で、定住促進とかの部分にもパッケージとして取り込んでいただきたいと。

そういう部分でちょっと長くなりましたけども、もしそういう話の中で、何か施策の中で

ちょっとあればお聞かせ願いたい。ブックスタート等色々取り組んでおりますけども、そ

ういうことも絡めた中で事業展開の中で次期に向けてよろしくお願いします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 幼保一環、これにつきましては、当然ながら検討していかなければならないと考えてご

ざいます。委員ご指摘のように、新栄地区、緑地区の季節保育所の閉園等もございますし、

札弦地区については、子供達が極端に減少してきているというようなこともございます。

施設の老朽化、これもございますので、総合的にその子育て支援というところでは、考え
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ていかなければならないというふうに考えております。あと、町全体としてというところ

では、私は何とも申し上げられませんけれども、子育てが充実して住み良い町だというこ

とになれば、定住促進なりに当然つながってまいると思いますので、検討してまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にはございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、説明員が交代となります。質問漏れございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、暫時休憩します。 

（暫時休憩） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは再開します。４款衛生費、１項保険衛生費、１目保健衛生総務費、３９ページ

から４０ページ。 
（暫時休憩） 

○委員長（村島健二君） 
 前へ進みます。２目予防費、４０ページから４１ページ。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 ちょっとお聞きしますが、予防接種事業の事業の成果及び概要のところでお聞きしたい

のですが、この項目に季節性インフルエンザ、子宮頸がん予防接種、ヒブ予防接種、肺炎

球菌予防接種の計画は０人ですが、実績がすごい上がっているんですよね。高齢者インフ

ルエンザ、季節性インフルエンザに関してはものすごい数字だと思いますが、この計画が

ゼロで実績がたくさん出ていると思いますが、補正予算であっても０人というのはおかし

いと思うのですが。その辺はどうなんでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 これにつきましては当初、事業に無かったものが国等の補助事業がございまして、補正

で事業を開始したものでございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
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 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 補助事業でという今の話なんですが、補助事業でやる場合はこういうふうにゼロってい

うふうに出すのでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 当初から補助事業そのものがございませんで、年度途中に国の交付金事業等で、きめ細

かな事業の方で補助事業の方が行われまして、それで開始しておりますので、清里町とし

てもそうですし、国としても当初から事業が無かったということで計画ゼロでということ

になってございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 それでは１番下のこの肺炎球菌予防接種。計画はゼロということで実績が８２名。この

間の委員会で今後の予定として、３４パーセント、およそ４００人程度という話がありま

したけども、この８２人という数字が、今現在、清里町に住んでいる７０歳以上の千百何

人というわずか８パーセントだと思うんですよね。そんな中で、来年度からですか、３４

パーセント、４００人を目標に３ヵ年でやりたいという委員会での話も聞きましたけども、

この実態の８２人を見たら本当にそんなに４００人もの方が受けるのだろうかと、ちょっ

と疑問に思う点があるんですが、その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 こちらの事業の成果に載ってございます肺炎球菌予防接種。これにつきましては小児肺

炎球菌でございまして、小児肺炎球菌に対しては、これも当初の計画に無かったものです

けども補正で始めさせていただきまして、実施してございます。対象者の４５．５パーセ

ントの実績で推移してございます。それから、委員ご指摘の高齢者の予防接種につきまし

ては、補正予算で計上させていただきまして、今年については対象者の３３．４パーセン

トでございますけれども、費用負担もあることですので短年度で皆さんが受けていただく

っていうのはなかなか難しいと思いますので、３年間を考えて３年間の内に１００パーセ

ント受けていただけるだけの予算措置をしながら、周知も行ってまいりたいと思っており

ます。ご理解いただきたいと思います。 



55 
 

 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 大変失礼いたしました。私がちょっと勘違いしておりまして、申し訳ありません。ただ、

計画と実績というのはどうしても違うと思いますが、極力手厚く推進していってもらいた

いと。そういうことが医療費の軽減にもつながるのではないかと思いますので、今後とも

そういうふうな事業を続けていってもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 今後とも、事業の推進に向けましては、周知等も含めましてやってまいりたいと思いま

す。ご理解を賜りたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 予防接種の関係で関連させていただきますけれども、予防接種、色んな部分が出ている

わけで多くの方が利用をされていると理解するわけでありますけれども、先日の池下議員

の一般質問の中に、清里病院の中身について、どれだけ清里病院で利用できるのかなとい

う部分。これを知りたくてお聞きをいたしました。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 予防接種事業全体で９６０万円あまりを執行してございますけれども、その内クリニッ

クきよ里においては、７３８万３,３００円ほどの執行となってございます。概ねクリニッ

クきよ里でということになっております。その他、クリニックきよ里で行われていない分

につきましては、多くは高齢者インフルエンザで、入院あるいは施設に入所されていると

いう方で、清里において実施できない方について、それぞれの病院や施設でお願いをして

いるという経過があります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、次に進みます。３目各種医療対策費、４１ページ。 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 先ほどの予防接種の清里病院の継続でありますけれども、ミニドックの関係については

どうなんでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 ミニドック検診につきましては、２２年度につきましては結核予防会複十字検診センタ

ーというところに委託をいたしまして、清里町保健センターあるいは札弦センター、緑セ

ンターというところで、集団で実施ができる形を取っておりまして、クリニックきよ里の

方では実施は行ってございません。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 していないということではなくて、できるということで理解してよろしいのでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 ミニドック検診につきましては、集団方式をとってございますので、残念ながらクリニ

ックきよ里においては実施しておりません。と言いますのも、各種がん検診、乳がん検診

であるとか子宮がん検診、肺がんにおいてはクリニックきよ里においては可能かと思いま

すけれども、そういった特殊な検診もございまして、なるべく１回の検診で自由に組み合

わせて受けていただけるように。望ましいのは全て受けていただければと思いますけれど

も、そういうふうに考えてございまして、今のところではクリニックきよ里での実施とい

うのは検討してございません。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 申し訳ない。ついでなんですが、ミニドックの関係で関連が出てきてございますので、
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職員の福利厚生の中で健康診断がございます。これも色んな制約があってできないのか、

できるのか分からないわけでありますけれども、ここら辺の現状をお知らせしていただき

たいと思いますが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 職員の検診の関係でございますけども、一応、４０歳以上の方については共済組合の指

定した医療機関ということで、ここのクリニックきよ里、それから小清水赤十字病院、網

走厚生病院が指定されております。それから４０歳以下の職員に関しましては、きよ里ク

リニックで検診をやっているところでございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 畠山委員。 
 
○５番（畠山英樹君） 
 指定があるというふうに理解をさせていただきますけども、これらの清里で利用された

方、率でも良いです。人数が何人おられるのか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 ちょっと今、質問されましたことでございますけども、科目外なものでございますから

後ほどということで、よろしくお願いいたします。 
 他にございませんか。勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 この各種検診事業に関してなんですけども、事業成果概要ということで、ちょっと認識

不足で申し訳ないんですけども、検診に対する助成額って言うのか、助成はどんなことに。

それぞれ一律なのかどうか分からないですけども、ちょっとお願いしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 ミニドック検診で行っております検診につきましては、総額と個人負担が分かるような

形で周知をするということで、数年前より行っておりますけれども、それぞれの検診項目

によって費用単価が違いますが、概ねその３分の１程度について、ご負担をいただくよう

な形で費用設定をしてございます。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
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 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 ３分の１が自己負担という形。概ねですね。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 はい。自己負担の方が概ね３分の１というところで、さらに負担額については１千円あ

るいは５００円の単位で丸めさせていただいておりますので、検診費用そのものは端数ま

で付いての単価契約になってございますので、３分の１の額ということではございません

けども、そこを目安として５００円、１千円単位で丸めながら、負担していただくのは３

分の１程度ということで、実施させていただいております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 概ね３分の１の費用を負担するということで、伺ったわけでございます。この計画人数

っていうのが、おそらく過去の実績とかそういうものを踏まえた形の中での計画でないか

なと思います。実際の実績という部分では、総体として９０．２パーセント。約１割の方

がちょっと実績、計画に達していないという部分なんですけども。今、費用の関係のこと

を聞きましたけども、この費用が高くて、３分の１の費用負担なら僕は有利だなと思って

いるんですけども、そんなことが理由でいわば大きく計画を見れない、また実績も１割ぐ

らいの方がっていう、そういうことの関連性ってあるのかなと思って、ちょっと聞きたい

と思うのですけども。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 費用負担について、受診されている方の意向というのを調査したところは、私の記憶し

ているところでは無いわけですけれども、私の思うところでは費用の問題では無くて、や

はり健康に対する関心、そこが１番大きいのではないかというふうに考えております。そ

れにつきましては、保健師が主となりまして、各イベントであるとか、あるいは国保加入

者の多い農協であるとか、そういうようなところにお邪魔しまして、受診の勧奨等をさせ

ていただいているところですけれども、特定検診につきましても、管内でも上位のところ

におりますので、それに満足することなく、勧奨等を進めてまいりたいと思ってございま

す。 
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○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 今、費用のことでは無いと課長さんの方から説明があったわけなんですけども、そのこ

とを調査されているわけではないから、そういうことで３分の１の費用負担ということで

すから、おそらくそうではないかなと思います。ただ問題は、その啓蒙活動ですか。その

ことにつきましては、今後ともより強く進めていってもらいたいなと思います。おそらく

この検診がいわば予防医療という形につながっていく部分でないかなと。おそらくそうい

う結果もきっと出ているのではないかと思いますので、一つそのところをよろしくお願い

したいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 これからも色んな機会を捉えて、検診についてのピーアール、それから意識改革につい

て取り組んでまいりたいと思います。今年につきましても１２月にミニドック検診を控え

てございますので、ぜひその辺参加いただけるように努力してまいりたいと思います。ご

理解いただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 よろしいですか。他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。４目環境衛生費、４１ページから４２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。５目保健福祉総合センター費、４２ページから４３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。２項清掃費、１目清掃事業費、４３ページから４４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、説明員交代になります。質問漏れございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、暫時休憩いたします。 
 ここで、昼食のため１時まで休憩といたします。 
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                            休憩 午前１１時４５分～ 
                            再開 午後 １時００分 
○委員長（村島健二君） 
 それでは、午前中に引き続き、審査を再開いたします。 
 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、４４ページから４５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。２目農業振興費、４５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。３目畜産業費、４５ページから４６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。４目農地開発事業費、４６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。５目道営整備事業費、４６ページから４７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。６目農山漁村活性化対策費、４７ページから４８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。７目清里地域資源活用交流促進施設費、４８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。２項林業費、１目林業振興費、２目自然保護対策費、４８ページから５０ペ

ージ、一括審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 説明員が交代となります。質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 
○委員長（村島健二君） 
 引き続き審査を再開します。 
 ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、５０ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 次に進みます。２目観光費、５０ページから５１ページ。 
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 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 観光促進事業の事業の成果及び概要のところで、みどりのフェスティバル、それからふ

るさと産業まつり、ウインターフェスティバルの３つの事業があったんですが、長年やっ

ている事業ではありますが、どうもマンネリ化してるのではないかと思います。実行委員

会の方なんですが、例えば若手を中心とした地域住民も含めて、実行委員会の新しいスタ

イル、見直し、そういうのも必要ではないかと思いますが、その辺はどのように考えてお

られるのか、ちょっとお聞きしたいのですが。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 みどりのフェスティバルまた、ふるさと産業まつり、ウインターフェスティバル、それ

ぞれ実行委員形式で行っておりまして、みどりのフェスティバルにつきましては、緑の地

域の方々を中心としてやっておりますし、産業まつりにつきましては、農協や商工会、色

んな関係団体とのご協力により行っているものでございます。またウインターフェスティ

バルにつきましては、商工会を中心にやっていただいております。ウインターフェスティ

バルについては、始めて期間も短いことから、雪合戦とかかんじきウォーキングなどを行

いながら進めておりますが、産業まつりとかみどりのフェスティバルについては、もう２

０年、３０年続いているということから、マンネリ化という部分もあろうかと思いますが、

常に新しい事業に取り組みながら進めているところでございます。みどりのフェスティバ

ルにつきましても、ウォーキングを取り入れたり、またふるさと産業まつりについては、

木に登るツリーイングだとかを入れたりしながら、新しい事業にも取り組みながら行って

いるところでございます。事業費につきましては、ここに記載のとおり、みどりのフェス

ティバルについては９０万７千円、産業まつりについては２４７万７千円、ウインターフ

ェスティバルには３０万円を補助しているものでございます。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 池下委員。 
 
○２番（池下昇君） 
 今、説明がありましたが、総体的にこの事業を見ていますと、私がそういうふうに感じ

るだけなのかもしれませんが、役場の職員ばかりが出ていて、目立つように私は受け取れ

るんですよね。そういうことを考えますと、役場の職員が主体となってやることは分かる

んですが、もっと地域の有り様とか、町民の参加をもっともっと参加できるように、促す

ようにしていってはどうかなと考えるのですが、その辺はどうなんでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
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 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 産業まつりなどにつきましては、前日のじゃがいも踊りなどにも多くの町民の方に関わ

っていただくようにしているところでございますし、また当日の祭りの部分におきまして

も、協賛で斜里岳ロードレースをするとか、農産物の販売、それから地元でとれた肉や加

工した物を売るなど、農協の農家の方々や商工会の方々に多く関わっていただきながらや

っているところでございます。役場職員につきましても、地域のイベントを盛り上げるべ

く、当然主体的にお手伝いをさせていただいているところでございます。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にございませんか。 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 今、ふるさと産業まつりのことが出たんですけども、ここに３つのお祭りがあるんです

けども、実際には計画よりかなり実績という部分で決算額が落ち込んでいると。お金を使

えば良いということでは無いんですけども、きちっとやっぱり計画された部分で、その問

題が中身の工夫の中での経費の削減ということに結びついたのかどうか、ちょっとそこら

辺のこと分かりませんけども、実際にはその上に書かれたように地域の活性化なり、交流

人口の増加、そういうものがきちっと図られたっていう一つの経過、そういうものが大事

であって、減ったような部分での減った要素というのを、差し支えなければ教えていただ

きたいなと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 みどりのフェスティバルが当初計画１８０万円が９０万７千円に少なくなった関係につ

いて、またふるさと産業まつりが３８０万円が２４７万７千円に少なくなった理由でござ

いますが、これは北海道のふるさといきいき推進事業助成金というのが、この事業が対象

となりまして、みどりのフェスティバルについては８２万円、ふるさと産業まつりについ

ては１００万円の補助金が付いたことから、町からの補助金の額が少なくなって、９０万

７千円、２４７万７千円になったものでございますので、ご了解いただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又委員） 
 いわばその補助っていうのは、ここに表れてこないのか。これは事業の中での内部の中



63 
 

で処理したってことなんですか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 ふるさといきいき推進事業助成金と言いますのは、事業実施主体の本人に直接入る補助

金でございますので、収入が得られている分、町からの補助金の方で相殺して少なく実績

報告で上がってきたと、こういうことでございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、進みます。３目温泉施設費、５１ページから５２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。４目オートキャンプ場費、５２ページ。 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 当町においての、オートキャンプ場の実績が２,８１３人と提示されているわけですけど

も、過去においての推移等をやはり検証しなければとならないと思うんですけども、ここ

最近減少傾向になっているのか、いないのか、その点についてお聞かせ願います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 オートキャンプ場の入り込み数でございますが、平成２２年度につきましては、ただ今

委員の方から言いましたとおり２,８１３人でございます。平成１１年にオープンして以来、

減少傾向となっております。昨年は２,７４１人、平成２０年は２,５３１人、平成１９年は

３,０７０人というようなことで、２１年は若干回復したんですが、その以前からはずっと

少しずつ減少する傾向となっております。ちなみに１番多かった時が、平成１５年で３,６
５０人です。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
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 今、お聞きするところによると、やはりかなり減少傾向の感が拭えないと思います。そ

れに対する町としての取り組み、あるいはそのカンフル的なことを何か考えているのか、

その辺もお聞かせ願いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 キャンプ場のピークとしてお客さんが来てくれる期間というのは、７月と８月でござい

ます。以前は、オープン当初は６月から９月いっぱい、年間１２２日営業しておりました

ので、入り込み数も少ない６月とか９月の部分を合わせていくことで３千人を超える人数

を確保してきたのかなと思います。しかしながら、人数が少なくても人件費はそれなりに

確保していかなければならないということから、平成１８年から１０８日営業を９４日営

業に短くいたしまして、また平成２０年からは８０日営業に短縮してきているところでご

ざいます。そのようなこともありまして、入り込み数については減少傾向となっていると

いうことでございます。しかしながら、観光として出てくる人方も減ってきていることか

ら、結果として人数が減少してきていると、こういうになっていることで、ご理解いただ

きたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 利用期間が短くなったということは、第１の理由だという説明。それと、他の他町村も

かなりオートキャンプ場の整備が進んで、かなり多く散見されると。確かにそうなんです

けども、たまたま地域というか地点には桜の山を望める。まして畑かんの水を利用しまし

た滝、そして当初は小家畜もいたかと思うんですけども、その辺の公園、あそこのダムを

利用した河川の中の両岸は色んな花を植えて、全体的なカバープランツって言うんですか、

公園的にかなりご努力されて今の状態が保たれていると思うんですけども、なかなかその

呼び込みに対するアクションがちょっと弱いのかなと思うんですけども、もう少し踏み込

んだ何か手立て等がもしございましたら、ご提示願いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 北海道オートキャンプ協会とか、北海道新聞などの新聞広告、また道路標識などについ

ても開発等の協力も得て、要所要所には看板を立てたりしながらピーアール活動もしてい

るところでございます。オートキャンプ場の周辺には、今、委員の方からもお話がありま

したとおり、花畑もありますし、パークゴルフ場もありますし、また水公園のようなもの
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もありますので、清里町のキャンプ場の良さを新聞とか色々なものでピーアールしながら

たくさんの方に来ていただけるように努力しているところではございますが、結果といた

しましては、現状維持、ちょっと低くなっているというのが状況となってございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 最後に１点だけ。キャンプ場の利用者に対するアンケートって言うんですか、その利用

の状態をリサーチする術は、今のところ現在オートキャンプ場では実施しているのですか。

どうでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 毎年アンケート調査は実施しておりまして、結果といたしましては、大変施設はきれい

だという好評は得ておりますので、今後もそういうような方々にまた来ていただけるよう

にピーアール活動を続けてまいりたいと思っております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 良い点は分かりました。苦言と言うか、苦情的な部分はどういうものがあるのでしょう

か。 
 
○委員長（村島健二君） 
 産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 苦言としましては、広々としていて自然は良いのだけども、子供達の遊ぶ場所が無いと

いうようなことがアンケートの中にあるというふうに聞いております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは進みます。５目江南パークゴルフ場費、５３ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（村島健二君） 
 それでは前に進みます。ここで説明員交代となります。質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、暫時休憩します。 

（暫時休憩） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは再開します。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、５３ページから

５４ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。２目道路新設改良費、５４ページから５５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。２項都市計画費、１目公園費、５５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。３項住宅費、１目住宅管理費、５５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。２目住宅建設費、５５ページから５６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、ここで説明員の交代になります。質問漏れはございませんか。 

勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 住宅の関係でちょっと質問したいと思います。住宅はおそらく入った段階で、色んな決

り事、守り事があって、周辺の整備とかそういう部分についてはおそらく入った人には言

い渡しているんでないかなと。ただちょっと聞いたところによりますと、事前に色んなこ

とで勧告があって、それを守らなければ、きついような言葉で書かれたような感じで通告

するようなことがあるのかなと思うんですけども、初めて入って見た人にしたらびっくり

するような感じの文書が入っていたというようなことを聞きましたので、もう少し何回か

通告して、それでもいわば草刈とかの部分について励行しなければ、文書によって法的手

段とかそういうようなことを書かれていたような文章だったという話なんですけども、そ

ういうような部分で少し配慮も必要なのかなと思っているんですけども、そこら辺につい

てどういう経過の中でそのように至っていくのか、お知らせしていただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 建設課長。 
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○建設課長（古谷一夫君） 
 公営住宅の管理の関係でありますけども、当然入居の段階におきまして、町営住宅入居

のしおり、こういったものを配付いたしまして、当然使用料の納付はもちろんのことでご

ざいますけれども、善良な管理をしっかりしていただく。その中には居宅だけではなくし

て、住宅周りの関係、さらには騒音等も含めた部分での近隣に対する迷惑の関係、自己責

任における除排雪の関係、草刈りの関係、ゴミ出しの関係、駐車場の関係、そういった形

の中でしっかりとした管理を行なっていただく。そういったお願いを入居のしおりを渡し

た後に基本的な項目についてお願いをしていく、こういった形になってございます。ただ、

現実的な話として、全てではございませんけども、一部の者についてどうしてもそういっ

たことが履行されていない状況が非常に多くなってきている。具体的に申し上げますと、

車両の駐車場以外の乗り入れ、または自己管理責任における草刈り、またはゴミ出しの関

係、さらには居室の衛生管理の関係、ペットの飼育の関係、こういったものがございます

ので、春先に一斉に全世帯に対して、公営住宅に対して、もう一度こういったことについ

て確認をしていただきたい、そういった周知を春の段階で一斉的に行ってございます。さ

らに団地がいくつかございますので、それぞれの団地状況について担当者の方で巡回点検

を行いまして、その中で非常に目立つそういった住宅については、団地全体に対してさら

に催告、ご協力のお願いを具体的な項目としてお願い申し上げていく。そういった形の中

で一定の経過期間を見た中において、そういった改善がなされていない場合については、

さらに個別的な部分で入居の注意という形で行ってまいる。今、委員からご指摘があった

ものについては、今年度８月の段階において、そういった改善措置がされていない個別的

な住宅に対して、町の建設課管理グループの方からお願いの文書、注意の文書を入れてい

った。そういう状況のご質問だとこのように考えておりますので、公営住宅についても当

然公の財産でございますから、そういった履行義務をきちっと果たしていただくとともに、

我々としても段階的な注意勧告やまたはお願い、こういったものを総体的な部分、または

個別的な部分、こういったもので積み重ねてしっかりとした環境保全、財産の保全を行っ

てまいりたい。かように考えてございますのでご理解を賜りたいと存じます。 
 
○委員長（村島健二君） 

勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 そこら辺の部分は分かるんですけども、入居するその以前から意外に草がボウボウな状

態でとかっていう部分で、そうなると次に入った人間もなかなかそれを整理するっていう

のは大変だから、それらについては役場として貸付の段階で、ある程度きれいにしたよう

な状態で貸すっていうような感じのことは考えているのか、どうなのか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 建設課長。 
 



68 
 

○建設課長（古谷一夫君） 
 新しく入居を募集する段階において、従前の使用者に対して退去時における清掃、環境

整備をまず行っていただく。そういったものが先の入居者において行われない場合につい

ては、止むを得ず町が行った場合については、その経費について敷金等、補償金をいただ

いてございますので、その範ちゅうであればそういったもので直接業者の方にお支払いい

ただく。もし、お支払いが無い場合については請求を行っていく。そういった退去時にお

ける立ち会い、さらに以前の入居者のそういった退去における責任、こういったものを基

本的に果たしていただく。ただ、そういった中においてもイレギュラーがございますので、

そういった場合についてはある程度我々の方で手をかけながら、ある一定の請求行為、ま

たは清算行為の中で、新しく入る方についてはある一定の良好な関係の中でお入りいただ

く。そういった措置を取らせていただいてございます。 
 
○委員長（村島健二君） 

勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 なぜこんなことを言うかというと、住宅においてそういう部分において、整備されてい

る部分についての条件っていうのは結構違うんですよね。だからやっぱり以外に草がボウ

ボウな所に入っちゃうと、それをきれいにしろって言われてもなかなか大変な部分がある

と。言わせてもらえば、除雪センターの裏の住宅とかは意外に１番最後列の向こう側が山

になっているわけですけども、あそこら辺の庭っていうのはかなりひどい状態になってい

ますけど、あれらもきれいに整理した形の中で対応して、後の管理はきちっとしてもらい

ますよというような形が必要なのかなと。ボウボウの状態で預けられて、後はきちっとし

なさいって言われても、なかなかそれは入った当事者の中では難しい部分なのかなと思っ

て、そのことをちょっと思いましたので、ちょっと触れておきたい部分でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 建設課長。 
 
○建設課長（古谷一夫君） 
 ご指摘の件、十分踏まえながら、また町の方の直営としても臨時雇用で２人で夏の間、

雑草等を含めた、どちらかと言うと公共的な部分を含めて、周辺についてやってございま

すので、入居者または団地全体の入居者の皆様のご協力、それから町の方の公的管理、こ

ういったものをしっかり噛み合わせた中で、今後とも良好な環境を、そういった創出に努

めてまいりたい、かように考えてございますので、ご理解を賜りたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
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 今、町営住宅の件の話が出ましたので、ちょっとお聞きしたい点があります。清里町に

おいて耐震促進計画、２１年１２月でしたか、発表されまして、その計画に基づいて町内

における公共施設、あるいは町有資産である町営住宅の耐震等の計画に向けた、耐震の調

査に基づいた計画を立案して、２７年度でしたか、その中の括りで順次計画推進していく

というところでございますけれども、町営住宅においてどのような、建設年度によってた

ぶん色々耐震度合いも違うということもありますし、また構造的な部分もあるし、あるい

はブロック、木造等があるんですけども、その辺に対して今後どのように進めるのか、お

聞かせ願いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 建設課長。 
 
○建設課長（古谷一夫君） 
 ご指摘の耐震の部分でございますが、今、委員からご質問があったとおり、そういった

計画を樹立しながら計画を進めてまいる。特に当町においては、公共施設、公営住宅も含

めた公共施設の耐震ということになってございますが、その対象の建物については昭和５

６年以前のそういった建築物、このようになってございますので、当町においては現在公

営住宅のストック計画という形の中で、それから当初予算で計上させていただきました長

寿命化計画、こういったものをストック計画の変更も含めて２３年度中に策定していく。

そういった形になってございますので、修繕的な部分や建替え、こういった中において対

応を図っていく。ただ、現実的な問題としては、鉄筋コンクリート造り、ブロック造り、

昭和５６年以前のもので耐震化しなければいけない、そういったものは公営住宅としては

存在していないという認識でございますが、今言ったような新しいそういった、東日本大

震災等の中において国としても総体的な見直しが行われているわけでございますが、今言

ったような新しい長寿命化計画、そういった中において総体的な環境だけではなくして、

そういった点も要素も念頭に置きながら、今後計画を策定させていただいて、必要なもの

については対応を図っていく。但し、現実としては５６年以前のそういったものがある一

定の条件で耐震化の対象となってございますが、当町の公営住宅についてはそういったも

のが存在しないということも併せてご理解賜りたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 今、説明がありましたけれども、存在しないということで理解いたしました。それでは

公共施設の部分に絞ってお聞かせ願いたいと思うんですけども、その点についてはどうな

んでしょうか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 建設課長。 
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○建設課長（古谷一夫君） 
 総体的な部分でございますけれども、すでに４月、３月いっぱいで閉校になっておりま

す学校関係、こういったものが一部耐震構造が成り立っていないという形でございました

し、また今後、教育委員会の方の担当となりましょうけども、光岳小学校の関係、建物、

こういったものが将来的な課題として残されていると認識してございまして、それ以外の

公共建築物につきましては、ここ数年の間に耐震化、そういった事業を国の交付金、補助

金等を持ちながら、建替え、さらには耐震補強、こういった工事を行ってきて、残されて

いるのは今、申し上げた部分っていうふうに担当建設課長としては認識してございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 今、説明がありましたように、光岳小学校で耐震化でまだその部分が処理されていない

という説明がありました。これは清里町総合計画、あるいは防災計画並びに耐震計画等の

色々なトータルの部分で、今後ある程度の形で作っていくものだと思いますけれども、そ

の辺の動きを、もしこの場でお聞かせ願えるのであれば、副町長の方にご答弁お願いしま

す。 
 
○委員長（村島健二君） 
 副町長。 
 
○副町長（宇野充君） 
 ただ今、光岳小学校の関係が質問されましたけれども、今現在におきましては、ちょう

ど平成２５年が百周年ですか、光岳小学校がなるとお聞きしておりますので、計画的には

平成２５年以降に建て替えをと、現段階では考えてございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 百周年だということで副町長の方で説明がありましたけども、ある一部の校舎は確か昭

和３８年の建築の物件もあると思います。その中で、かなり早い段階で耐震の調査設計が

行われたのが事実としてあると思うんですけども、その辺の絡みと言うか、ちょっと憂慮

して止まっている実態が現にあるのですが、その辺についてお聞かせください。 
 
○委員長（村島健二君） 
 副町長。 
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○副町長（宇野充君） 
 計画的にはそういうふうに思っておりますけれども、交付金あるいは補助金の関連もご

ざいますので、今後教育委員会とも詰めまして、平成２５年を目途に計画を進めていきた

いというふうに考えてございます。ご理解いただきたいと存じます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 ２５年という中で今後、積極的と言うよりは前向きに、今後重々検討をして良い形で執

行していただければなと思います。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 それでは、説明員交代となります。暫時休憩をお願いします。 
 休憩中に消防費の審査を行います。 

（暫時休憩） 
○委員長（村島健二君） 
 消防費の審査を行います。８款消防費、１項消防費、１目消防費、５６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 休憩前に引き続き審査を行います。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、

５６ページから５７ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。２目教育諸費、５７ページから５８ページ。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 １３節委託料の遠距離バス通学委託料について、これは何年契約で斜里とやっていると

思うんですけども、今後とも同じような形態で斜里バスに委託していくのか、お伺いした

いと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 これにつきましては、清里市街地以外の通学の足の確保ということで、毎年度斜里バス

さんと契約をする中、送迎をしているところでございまして、なお、小中高校生の通学及

び一部一般町民の方も利用できる公共交通機関という位置付けをしてございます。従いま

して、一部斜里町まで通じる路線となっておりますので、今後につきましても、斜里バス

との契約の中で運行してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 今後とも斜里バスとということですが、地元にも生涯教育のバスをやっている民間のバ

スの会社があるんですけども、地元にそこを委ねるという考えはあるのか。斜里と継続し

ているということなんですけども、そういう考えは発生しないものか、お伺いしたいと思

います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 ただ今も申し上げましたけれども、緑からの路線、こちらの方もございまして、また、

一般の方がですね、年間利用されていると。２００円で町内区間を利用できるということ

もございまして、そういうことで一般の利用もありますので、一般路線とバス路線という

中の併用ということで、今後もこの同じ形態を取っていきたいというふうに考えておりま

す。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 委託料の軽減とかそういう交渉にも今後なっていくと思うんですけども、地元でその路

線も確保して、バスを増車して雇用につなげてというような話も聞いたことがあるんです

けども、そういう路線も確保して委託料も安くすれば、地元でもやると言う人が出れば、

そういう方策も考えなくもないことではないかと思いますけども、その辺お願いします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 現在運行しております、遠距離通学バスの委託に係る単価がございますが、これにつき
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ましても、他の町の生涯学習バスということでの単価と比較いたしましても、同レベルか

若干低い単価になっております。また、先ほども申し上げましたが、斜里まで行くという

ところを考えますと、その業者としてのできる、できないという部分がございますので、

そういったことで斜里バスで運行して行くというふうに考えております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 参考ですけども、一般路線の利用者がどれぐらいいるのか、お伺いしたいと思います。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 運転手さんの方にですね、一般乗客として利用していただいた場合にですね、一応カウ

ントしていただきたいということで取っていますけども、昨年につきましては１桁台の数

字ではあります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 その辺が難しいところですよね。１桁台って。ついでに走っているから乗るのと、年間

５０人も１００人も乗るっていうのであれば、路線バスの値もあるけども。あるから乗る

ということなんですけども、その辺難しいところですけども、１桁台でも運行はやっぱり

やらなければならないという任務が責務があると思いますか。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 このバス路線につきましては、従来の過疎バスに対する補助から移行する折に、地域住

民の方の足も確保していくということの前提の下ですね、今の形態に移行してございます

ので、地域の高齢者の方、主に利用されているのはですね、市街地からちょっと離れた高

齢者の方が利用されているという状況もございますので、こちらとしては必要であるとい

う認識をしてございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費、５７ページから６０ペー
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ジ、一括審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。３項中学校費、１目学校管理費、２目教育振興費、６０ページから６２ペー

ジ、一括で審査お願いします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。４項社会教育費、１目社会教育総務費、６２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。２目生涯教育費、６２ページから６３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。３目生涯学習総合センター費、６３ページから６５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。４目図書館費、６５ページ。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 今、図書館費の中で備品購入費、図書の購入ですけども、新栄小学校、江南小学校が閉

校になりまして、そこにも確かかなりの図書があったかなと記憶しております。その図書

の中で、かなり古い本もあれば新しい本も色々あり、色んなバラエティーに富んでると思

いますけども、その辺の図書の流れというのはどのような形で進んだか、ご説明願えれば

と思うんですけども。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 学校図書の備品の関係でございます。閉校に伴います備品の整理全般に関わることなん

ですけれども、今回新栄及び江南につきましては、清里小学校への統合となったというこ

とで、備品関係はまず優先的に清里小学校の方で必要な物を移動してございます。従いま

して、図書につきましても古い図書、あるいはすでに清小なりにある同じような教材につ

きましては、保管場所にも困りますので、それらを除いた部分をまず清里小学校の方へ移

行しまして、その後、光岳、緑について必要な物があれば配付をしたという流れでござい

ます。また、図書についてはあまりございませんが、他の備品についてはですね、その後、

中学校なりにも必要な物を移設してございます。以上でございます。 
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○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 かなり有効に使える備品等の再配分って言うんですか、それはかなり進まれて、かなり

他の学校等も充実している部分ではないかなと思います。その中で子供の図書離れ、自分

の子もそうですけども、かなり図書離れの中で図書館機能としてプラネットにもあります

けども、当町における図書士って言うんですか、そういう実体は今たぶん配置になってい

ないのかなと思うんですけども、ちょっと僕も勉強不足なんですけども、その辺どのよう

な経過なのか、ちょっと説明願います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 現在、清里町の図書館の職員体制につきましては、正規職員１名並びに他に職員を２名

配置しております。その２名の内の１名が図書館司書の資格を有している職員がおりまし

て、その者の業務として司書の業務を行っております。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 分かりました。ということは、以前は他の学校にも移動図書という形で、かなり図書を

持って来て借りるとか、そういう教育活動がなされていたんですが、今は少子化の中で学

校の児童数も少ないということもあります。だからそういう部分で、致し方ないのかなと

思います。でも、その図書館司書を、その人の能力を活用した中で、その各小学校や中学

校のその学年に応じたお勧め本の選択、チョイスって言うか、そういうことをやはりその

職員の方の中で本の購入だとかをやっていると思うんですけども、同じように各学校、小

学校、中学校に対しても啓蒙普及と言うか、そういう活動も併せて活動できたらなと思う

んですけども。その辺について考慮する部分があるかどうかもお聞かせ願います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 ただ今のご質問ですけれども、各学校におきましても、移動図書ということで定期的に

職員が学校の方にも図書を配付しております。また、学校の方での備品整備も措置いたし

まして購入をしているところでございますが、現実、委員がおっしゃったような図書館の
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司書からの直接的な学校に対する指導というところまでは、現在至ってございません。あ

くまでも学校において、教員の方にその辺の選定につきましてはお願いしているという実

態でございます。委員ご指摘いただきました関係ですね、今後職員体制の充実も含めて、

学校へのアドバイスもできるようにしてまいりたいと考えたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 前中委員。 
 
○１番（前中康男君） 
 はい、大変分かりました。あともう１点だけ、図書の関係なんですけども、低学年の子

供達に対して親御さんが読み聞かせをするという一つのアプローチが、かなり子供達にと

って良い方向に流れているという報告があります。そういう中で、やはり親御さんが本を

選ぶだとかという時になかなか苦慮しているというのも実態なんで、今の制度の中で今、

課長がおっしゃったような中で積極的にアプローチしていただければなと思いますので。

答弁はいりません。 
 
○委員長（村島健二君） 
 よろしいですね。 
 ５項保健体育費、１目保健体育総務費、６５ページから６６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。２目清里トレーニングセンター費、６６ページから６７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。３目町民プール費、６７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。４目札弦トレーニングセンター費、６７ページから６８ページ。 
 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。５目スキー場管理費、６８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。６目学校給食センター費、６８ページから６９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、教育費について質問漏れはありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
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 それでは次に移ります。 
 １０款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子、６９ページから７０ページ、一括審

査お願いします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。１１款予備費、１項予備費、１目予備費、７０ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、ここで説明員の交代になります。ここで２時１０分まで休憩します。 
 
                            休憩 午後 １時５６分～ 
                            再開 午後 ２時０７分 
 
○委員長（村島健二君） 
 それでは引き続き、一般会計歳入の審査を始めます。 
 １款町税、１ページ。 
 
○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 町税のことでちょっとお伺いしたいと思います。町税の収入の未済額と不能欠損額の関

係なんですけども、これ特会の方はまだ入っておりませんけども、特会の部分の収入未済

額を含めると、国保税あたりもかなり大きいんですけども、総額で大体２,８００万、２,９
００万くらいになるのかな。それでこれを２１年度から比べると２８０万ぐらい多くなっ

ているんですよね。それで、今後ともかなり不況下の中、大変やっぱりゆるくない部分も

あるのかなと思ったりして推測するわけなんですけども、今後ともにおいてこの収入未済

額についてどのような形にしていくのか、考え方を聞かせていただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 今、勝又委員の方から質問がありました町税等の歳入、未歳入についてだと思うんです

が、委員がご指摘のとおり、税の未収入額が昨年度に比べて１６０万ほど増えております。

基本的には担当職員が訪問徴収なり、納税相談なりをしながら収入に努めているところで

ございます。ちなみに収納率で申し上げますと、清里町でいきますと９７．４パーセント

ということで、網走管内の町村の平均が約９５．７パーセント。全道の平均が９１．４パ

ーセントということで、清里町は管内でいきますと上位から３番目と、全道的でも２８位

と、ある程度高い収納率を誇っているというふうに考えてございます。今後未収入額が増
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えないように、今まで以上に納税相談、それから訪問徴収などをしながら努めて参りたい

と思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 勝又委員。 
 
○３番（勝又武司君） 
 うちの町の収納率、管内または道内においても高いということは、十分職員の努力の中

でということで評価したいと思います。ただ、そういう部分でいわばそういう部分で負担

なり、そういう部分での公平性とかそういうものを考えた時に、やっぱり色んな事情があ

って払えない部分があるのかなと。そうは感じるわけですけども、今、納税の相談とかそ

ういうものを受けた形の中で進めるということを聞いたわけでございますが、やっぱりこ

の部分については、うちは決して自主財源の率が高いわけではございません。そういう形

の中で健全財政を維持するっていう中でも、いわば自主財源を維持していく、収納率をよ

り一層高めた形の中で進めていっていただきたいなと。色々と払えない人、故意的に払わ

ない人もいるのかもしれませんけども、そこら辺も含めてお願いしたいなと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 今後とも収納率向上のために努めてまいりたいと思います。ちなみに本年度から滞納の

ある方、道町民税に関しまして４８条という形で、道の方にも引き継ぎをしながら収納の

向上に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 よろしいですか。 
 次に進みます。２款地方譲与税、１ページから２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。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。２ペー

ジ、一括審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。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、２

ページから３ページ、一括で審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。９款地方交付税、３ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（村島健二君） 
 進みます。１０款交通安全対策特別交付金、３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１１款分担金及び負担金、３ページから４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１２款使用料及び手数料、４ページから６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１３款国庫支出金、６ページから８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１４款道支出金、８ページから１１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１５款財産収入、１１ページから１２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１６款繰入金、１７款繰越金、１２ページ、一括審査願います。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１８款諸収入、１２ページから１３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。１９款町債、１３ページから１４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。２０款寄附金、１４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、実質収支に関する調書、７１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 財産に関する調書、１から６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、基金の運用状況、７から８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
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 無いようですので、ここで説明員交代になります。一般会計歳入について質問漏れはご

ざいませんか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 ここで、説明員が交代となります。以上で一般会計の歳出、歳入を終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 それでは、特別会計の決算審査に入ります。 
 介護保険事業特別会計歳出、４から７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 歳入、１から３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 実質収支に関する調書、財産に関する調書、８から９ページ、一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 続きまして、国民健康保険事業特別会計歳出、６から１２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 歳入、１から５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 実質収支に関する調書、財産に関する調書、１３から１４ページ、一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 老人保健特別会計歳出、２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 歳入、１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 実質収支に関する調書、３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 後期高齢者医療特別会計歳出、３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。歳入、１から２ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（村島健二君） 
 実質収支に関する調書、４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 簡易水道事業特別会計歳出、３ページから４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。歳入、１から２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。実質収支に関する調書、財産に関する調書、５ページから６ページ、一括審

査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 進みます。農業集落排水事業特別会計歳出、３ページから４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。歳入、１ページから２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 実質収支に関する調書、財産に関する調書、５ページから６ページ、一括審査願います。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。焼酎事業特別会計歳出、２から４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 歳入、１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 進みます。実質収支に関する調書、財産に関する調書、５ページから６ページ、一括審

査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 無いようですので、特別会計全般にわたりまして質問漏れがございましたら承りたいと

存じます。 
（「なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 それでは、これをもちまして一般会計の歳入歳出、特別会計の歳入歳出に関して、各款

ごとの決算審査の質疑を終了させていただきます。 
 本日は、これにて散会いたします。 
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 明日は９時３０分から総括審査を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。どうもご苦労様でした。 
 

（散会 午後 ２時２７分） 
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平成２２年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第３日目） 
 
平成２３年 ９月１６日（水） 
  再 開    午前 ９時３０分 
    閉  会        午前１０時３６分 
 
 
○委員長（村島健二君） 
 ただ今より、総括審査を行います。各会計全般にわたって行います。 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 おはようございます。平成２２年度の決算特別委員会において、一般会計６４億２,３０

０万円、特別会計含めまして７９億８００万円という多額な予算で執行されました。国の

前政権の予算の執行でもあり、我が町では緑清荘の増築と、町民会館の建設、役場の耐震

補強等の執行により決算額が大きくなったと思います。昨日の各会計審査では皆さんから

建設的な意見が出され、審査意見を今後大いに参考にして、今後の町の執行運営に当たっ

ていただきたいと思います。今年の春の東日本大震災の影響により国政の安定が進まない

厳しい現状でありますが、我が町の町長は櫛引町長となり、前町長の執行を継承しながら

も新町長の実行力、行動力の発揮を皆さんが期待されていると思います。 
 私は昨日の町有林の管理計画、今後の伐採計画について伺いたいと思います。総合計画

によると、豊かな森林資源を育む林業の振興、町有林の管理計画に基づく計画的な伐採、

保育、造林の増進とうたっておりますが、平成２１年から２５年の森林町有林管理計画が

再来年の２５年で計画が実行されるわけなんですが、昨日の報告によりますと町有林３０

０ヘクタールの内、カラマツ１５０ヘクタール、５０年、６０年近い森林がかなりの面積

があるということで、昨年の決算特別委員会でも質問しましたが、８０年伐期というのは、

いっぺんに８０年が来たからと言って伐採して新植していくということは無理なことで、

管理計画も２５年ということですので、計画的に今後見直しをして伐採、新植をしていか

なければ、８０年、１５０ヘクタールあるとすれば、年間５ヘクタールやったとしても３

０年かかるわけですが、色んな新植、新しい植樹をするにも色んな計画、苗の補助事業と

かそういう面があると思いますが、今後どのように進めていくのか、お伺いしたいと思い

ます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今ご質問いただきました、町有林の管理と今後の管理運営に対する考え方でござい

ます。現在、町におきましては、２１年に策定をいたしました町有林管理計画に基づいて

事業の実施をしてきております。ご承知のように、その計画の中では長伐期計画という中
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で、８０年の伐期をもっての計画となっているところでありますが、ただ、今ご案内をい

ただきましたように、基本的に８０年までに全部刈らないんだと、切らないんだとかとい

う計画ではございません。あくまでも最大長期を目指してですね、保育・管理を続けてい

きながら、時期を見ながら計画的に皆伐をしていくという考えで臨んでいるものでござい

ます。また、そうすればどういうようなスタイルでそれを計画的に入れるかということで

ありますが、これにつきましては、網走森林室と言う、昔で言えば山づくりセンター、林

業指導所と言うのがありますから、そこの職員とも相談をさせていただきながら、また現

地の実際の資源がどういうふうになっているのか。特に伐期が近づいて来ている６０年を

超えた林齢の面積が約６５ヘクタールのカラマツ林がございます。これが、目先ですね、

どういうような形で皆伐を入れていくかということになってこようかと思いますので、こ

れらについて、先ほど申し上げました森林室のご意見等も聞きながら、値上がりの状態、

それから市況の動向、それらを踏まえて計画的な中で処理をしていきたいと考えている次

第でもございます。また、お話がありましたように、刈るばかりではありませんので、皆

伐するとその後はきちっとまた再植林をしていかなければならないというようなことがご

ざいますので、これらについても森林施業計画の中にもしっかりとそこの計画をうたい込

みながら、国の助成をいただいてですね、なるべく経費の節減に努めていくと。刈って得

た収入が全部再植林につぎ込まれて終わりですというようなことが無いように、きちんと

していきたいと思いますし、また当然市況の動向がありますので、それらについてもある

一定を見極めながら、収支がきちっと合うようにと言うよりも、せっかく６０数年前に町

民の皆さんに植えてもらった場所なんです。この場所は。今の６５ヘクタールと言うのは。

そこの部分でありますから、当時のそういう植えられた方の思いもございますので、それ

らの伐開をした後の収支がきちっと取れて、少しでも町の色々な部分でそれが使われてい

くというような形にならないというふうに考えておりますので、そういう意味において、

これからも調査を入れながら、かつ計画を変更しながら議会とも相談し、進めてまいりた

いと考えております。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 皆伐、新植していくんですが、場所によっては風などで倒壊している所もありますけど

も、そういう所も何年も倒れていると枯れてしまうので、そういう場所もきちっと対応し

て、町の大切な財産なので、枯れてしまったら売ることもできないということで、そこら

辺も良く吟味していただきたいと思いますが。具体的にどのように今後ですけども、いつ

どういう方向で計画の見直しを進めていくのか、改めてお聞かせ願いたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
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 今後の具体的な計画の見直し等の時期の関係でございますが、基本的には２３年度に、

先ほど申し上げました森林室の協力をいただきながら、２４年以降の計画として改めて変

更、見直しをかけながら、進めてまいりたいというふうに考えております。変な話ではあ

りますけれども、東北の大震災の復興が入ってまいります。相当の木材需要が出てくると

今言われておりますので、そういうタイミングも見ながら合わせてやっていきたいなと考

えております。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 分かりました。今までの売り方がちょっと問題があったのかなと。先ほど町長も有効的

な財政に町の利益になるように上手な売り方と、新町に定住移住住宅も１４戸できるんで

すけども、そういう所にも清里の木材を有効に使えるような計画も、一つ清里の木材で造

る住宅なんかも考えていただければ良いかなと思いますが。販売方法をうまくやっていた

だきたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 町有林の伐開した後の材の活用の話かと思いますけれども、基本的に伐開の事業の部分

と、それから伐開されて出た原木の関係の販売の関係が出てまいります。基本的に大径木

として処理をしようといたしておりますから、基本的な部分としては製材に回るという考

え方で、今取り組もうというふうに考えております。ただ、その製材に回る場合には、取

引先がぐっと少なく、町内の製材業者もほとんどおらなくなったというようなこともあり

ますし、また管内的にも製材業者は随分減ってきております。そういう中でいけば、全道

的な部分での流通に入れていかなければならないということで、森林組合の上部団体とし

て連合会がありますから、そういう連合会を通じた中で、その大径木として流通のできる、

そういうようなスタイルで何とか持っていきたいという考えでございます。そういう中か

ら製材が清里町産と特に特定できるかどうかそれは別ですけども、町内の色んな部分に使

っていただければありがたいかなと思っております。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 澤田委員。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 よく分かりました。東北震災の需要もあるということで、そういう面にも有効に出せれ

ば、計画をなるべく迅速に進めていただきたいと思います。以上で終わります。 
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○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 澤田委員に引き続きまして、委員会を代表いたしまして何点か町長にお伺いしたいと思

います。平成２２年度の決算審査が昨日審議されまして、今回当初予算では一般会計、特

別会計含めまして５６億１千万が提出され、今回決算総額６４億、実質収支１億１千万、

町長をはじめ、職員の努力にまずもって敬意をいたすところであります。 
 今回、審査を通じまして、私なりに感じたことを町長にお伺いをしてみたいと思います。

２２年度のハード事業として交流促進施設、または緑清荘の改築整備、また、穀物乾燥調

製貯蔵施設、今後さらに道の駅パパスの整備が２５年度に向けて計画があるわけです。今

回、緑清荘において指定管理の契約が切れまして、新たな募集また再契約がなされるわけ

でありますけれども、町が施設を指定管理の制度に移行して、今後もこの考えで進めてい

くのか。またそういった施設を指定管理、または業務委託とかテナント、そういった色ん

な方法があろうかと思うわけですけども、今後さらに行政として金銭的な、間に合わなけ

れば町も考えるよという、そういう支援ではなくて、今後はどのようなそういった指定管

理、色んな部分で町はどのような指導、またはアドバイス、サポートをしていくのか。ま

ず、この点についてお伺いをしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今の、緑清荘の現在進めている指定管理の手法での管理運営方式の方向性と、町と

してのその指定管理に対する支援の考え方ということでございますが、基本的に現在も進

めております。また来年の春で現在の指定管理の方との契約が切れますので、更新と言い

ますか、新たな指定管理の方向での協議をさせていただき、この議会での最終的な日程の

詰めが終わった段階で募集をかけていきたいというようなことでございますので、基本的

に今と同じような考え方で進めてまいりたいと思っております。それから町における支援

の考え方でございますが、基本的には緑清荘そのものについては、全体がほぼ営業営利施

設としての運営をいただいております。そういうようなことから、今回の特に緑清荘の部

分については営業努力によって大きく左右される部分があるのかなというふうに思ってお

ります。町の方で試算をいたしました収支の町自体での計算においては、収支の取れる建

物と営業ということで積算をさせていただき、今現在はそういうことから、町財政的には

委託料を支払わないで独自の中で運営をしていただくというような施設としての募集を行

っているところでありまして、この考え方についても現在のところ変わるものではないと

いうことでありますので、そういう募集の中で、そういうようなご提示をいただいたとこ

ろを選定をさせていただくことになるだろうというようなことで考えております。ただ、

基本的に町の施設であります。業務を代行していただくという指定管理制度でありますか

ら、赤字になってもらっては一番困るわけでありますので、それらに対してですね、指導
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またはアドバイスをしながら何とかサポートをしていきたいと。直接的なサポートと言う

のは、営業うんぬんということにはなりませんので、町の行事、各団体、機関等で実施さ

れる大会だとかイベントだとか、そういうものを是非清里に誘致をしてもらって、一泊で

きれば一泊をかけて緑清荘にお泊りをいただく。また民間のそういう施設にもお泊りいた

だく中で、町の中に少し人をよそから呼び込んでくれる。こういうようなピーアールを含

めた活動の展開をしていかなければならないものだと思っておりますし、またインターネ

ットで町のホームページそのものにも、そういう観光施設の案内板がございますので、そ

ちらにもきちっとリンクする。今もリンクはしておりますけえｗども、そういうものも進

めていきたいと思っておりますし、またパンフレットだとか広報、ポスター等についても

支援ができる形のものがあれば、そういうような中で進めていきたいというようなことで

ありまして、直接委託料での財政的な支援をうんぬんという段階、今の段階ではそこに至

らないように、努力をしていきたいと思っております。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 基本的なこの指定管理に関しての考えは変わらない、今までどおりでということ。私も、

町長が今言われたような、できる限り色んなイベント、特に一泊しないと参加できないよ

うなそういうイベントも考えて、特にそういうような行事も考えていけたらなと私も思う

わけであります。 
 次に、札弦の道の駅パパス。今回２５年度に向けての完成を見るわけですけども、そう

いった中で、パパスについてはまた緑清荘とは違った施設でもありますし、そういった部

分で、なかなかあそこの施設で利益を上げるっていうのも難しいような考えを私もするわ

けですけども、その辺について、今までどおりの全部まとめての指定管理でお任せをして

いくのか。またそれぞれ、今回温泉施設、それからパーク場、加工施設とあるわけですけ

ども、食堂は今回の委員会の報告の中では食堂部門、売店部門がマイナスというような報

告があったわけですけども、そこら辺今後どのように考えておられるのか、ちょっとお伺

いしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今のパパスに関する管理運営方式等の考えでありますけども、パパスは道の駅に指

定をされまして、２４時間開放できるトイレと情報の連絡、そして駐車場というような形

で道の駅の機能を有しているわけでありまして、今般、補助事業を導入いたしまして、新

たにそういう機能の整備と併せて地域の活力と活性化、雇用を生み出す施設として再スタ

ートということで、ご協議をいただいているところでございます。現在、ご協議をいただ

いている部分の施設につきましては、従来からの加工施設、プレイグラウンド、またパー
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クゴルフ場等の、これはどちらかと言うと町民用の体験研修施設と。プレイグラウンドに

つきましては、元々ゲートボール場としての設置がされたものでございます。それとパー

クゴルフ場につきましても、地域のパークゴルフ、要は清里で言えばトレーニングセンタ

ーや緑ヶ丘公園、緑の駅前のパークゴルフ場と同等な扱いの中で、利用施設として地域の

方々にご利用をいただいているというものでありますから、今お話をいただきましたよう

に、ここから収益が上がるというような話ではありませんので、これらについての取り扱

いの件と、それから、新たに今回新設をしていきたいと考えている食堂部門だとか売店の

部分。これらについては基本的に収益施設、営利施設としての考え方で取り扱いをしてい

かなきゃならないだろうと思います。ただ、併せて同一に契約をしていきたいとしており

ます温泉の入浴施設。これについてはある一面そういう部分もありますけれども、地域の

住民の方々の入浴施設としての福利的な部分の要素を十分に持っております。そうしたこ

とから、入浴料についても公衆浴場料金並にと、今現在では公衆浴場よりもさらに下回っ

た料金の設定になっているというようなことにもなってございますし、また高齢者の方や

障害者の皆さんにも年間２４枚の無料券を発行させていただいている。その対象施設でも

あるというようなことを考えていけば、可能な限り本来であれば新しい所はそういう整備

も含めてやりますので、そこだけで収支がうまく取れていければいいなというふうには期

待をいたしておりますが、現実問題として、今までの利用の形態から言っても、それを全

てカバーできるというのはかなり難しいだろうというふうに考えてございます。そういう

ことからいきますと、食堂部門やまた売店部門については先ほども言いましたように、営

利施設としての捉え方の中で指定管理で自由にやれるような形、併せて同一建物でござい

ますから、温泉施設も同じ指定管理の中ではもっていきますけれども、積算の内容として

は今言った部分を十分に考慮した中で、委託料も発生するというような考え方も一部持ち

ながら、いかなきゃならないだろうなと思っております。前段、申し上げました加工施設、

プレイグラウンド、パークゴルフにつきましては、その営利施設では基本的にありません

ので、それは維持管理の手法を今後指定管理にするのか、一部業務委託の方式にするのか、

そこら辺をしっかりと見極めながら、これらは利用施設としての委託料を使いながら運営

をしていくようにしていきたいというふうに考えている次第でございます。以上を申し上

げ、答弁とさせていただきます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 私も、今町長から答弁いただいたような感じはするわけであります。そういった中で、

食堂部門、売店部門、これらについて営利目的ということで、今後テナントにするとか色

んな方法があると思うんですけども、全体をひっくるめた中でのプラスマイナスっていう

のではなくて、その部門、その部門でどれだけマイナスになっているのか、プラスになっ

ているのか。プラスになれば良いんですけども、そこら辺はっきりして、マイナスになれ

ばどういう改革が必要なのか。そういった部分も今後色んな方面から考えて、そういった

方向で進めていただきたいなと思うわけであります。 
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 それと次に、今回福祉センター、それから札弦センターも来年の３月に完成を見るわけ

ですけども、特にこの福祉センター、立派な施設ができたわけですけども、これらについ

ての今後の活用方法として、どういったことが考えられるのか。町長の考えとして、今後、

今までのような活用方法と、さらに何かそういうのがあるのか。清里には生涯学習センタ

ーの大きな施設もあるわけでして、そういった部分でどのように考えているのか、お伺い

したいと思います。 
 
 
○委員長（村島健二君） 
 町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今の、札弦センター並びに本町にあります清里町民会館の今後の利活用の関係であ

りますが、札弦センターについては地域の中央センターとしての機能が求められているわ

けでありますので、様々な文化活動や、スポーツ活動についてもそれぞれの施設がありま

すけども、今度はここの札弦センターを中心にしながら、色んな行事が行われていくとい

うふうに理解しておりますし、また当然支所機能を有しておりますので、そういう中で冠

婚葬祭を含めた利用がされていくものと期待をいたしております。また、町民会館の部分

でありますが、ご承知のようにこれらについても、そういうような機能は十分に持ち合わ

せた施設ではありますけども、町内にはその他にコミュニティセンターがございますし、

また生涯学習総合センター、大ホール、小ホール、研修室というものも持ち合わせており

ます。文章的には地域の住民の交流と都市農村交流事業に使っていくと言えば簡単にいく

わけですが、現実対応としてはなかなかそういうような対応が、色んな施設がありますか

ら、その施設、その施設を使いながらやっていくということになりますので、ここだけで

全部を賄うというような計画はなかなか立てにくいというふうに思っております。そうは

言いながらも、色んな交流の方法が出てこようかと思います。当然私の施政方針の中でも

表明させております、スポーツや文化、またそれ以外の色んな部分での合宿だとか、交流

の部分をうたい込まさせていただいておりますので、そういうようなものの誘致のために、

この施設が有効に活用ができて、そのような部分で交流が深まっていけばというよなこと

を考えておりますし、当然今もお使いをいただいている葬儀を中心とする活用についても、

従前どおりの形で進めていただければありがたいというふうに考えている次第でもありま

す。また、役場庁舎そのものも当時から見て、ここの庁舎を建設した時にはまだ電算化が

一切されていない時代ですから、その後電算化がされて事務所の会議室が電算のそういう

部分に使われたりしております。また書庫やなんかということで使われて、会議室が極め

て小さく、また会議室の部屋数も減っております。特に町民会館の２階においては、会議

ができる場所として設置をさせていただきましたので、そういう部分においては色んな会

議等もそこを使いながらやっていただければなというふうに考えている次第でございます。

いずれにいたしましても、有効に活用していただくことが大前提でありますので、今後と

もそれらの部分については有意を払いながら進めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 
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○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 せっかくの立派な施設でありますので、色んなアイディアを持って今後も活用を望むと

ころであります。 
 次に、定住移住事業について少しお伺いしたいのですが、この事業について新たな企業

化と雇用の創出とうたわれているわけでありまして、私も昨日質問させていただいたわけ

ですけども、なかなかこの事業も進まない。そういったことで町長として何がと言うか、

分かればやるんでしょうけども、この問題について各町村も人口減ということで、どこの

町村もこの事業をやっているわけでありますけども、昨日もお聞きしたんですが、特にこ

れからこの事業に力を入れて、こういった支援策がという考えがあるのか、このままもう

少し様子を見ながら続けていくのか、そこら辺お伺いしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 櫛引町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今の移住定住の事業関係の基本的な考え方でございますが、今、委員よりお話をい

ただきましたように、基本的には過疎で段々人口が減ってきているというようなこともあ

り、多くの方々が清里で定住または移住をしていただければというような、そういうきっ

かけを。いきなり来てくださいと言っても、なかなかそうはいきませんので、きっかけを

作るというような中で、この移住定住の事業が、これは我が町だけじゃなくて全道的な規

模として、ほとんど全町で取り扱っている事業であります。大きなグループとしての組織

は北海道に事務所がその道の中にも構えられておりまして、その中に参画をしながら進め

させていただいているということであります。ご承知のように本町では今、４箇所の住宅

を移住定住用というようなことで配置をしながら、そこにお試しだとか、ちょっと暮らし

というような形で多くの方々に来ていただいて、その体験をし、清里の良さを知ってもら

って、さらにできれば本格的な移住または定住につなげていければというようなことで、

事業を展開しているものであります。残念ながら、本格的な移住定住はまだ成果は上がっ

てはおりませんが、ただ、それぞれ毎年やっている事業の中では数十件の滞在と、延べに

いたしますと何百日という滞在をいただいておりますので、これらについても大事にしな

がら、今後のそういう移住定住に、本格的なものに結びついていけるような、そういう事

業に育てていければなというふうに思っております。また、町の方で今年度から改めて進

めていこうとしています新町地域の定住団地の部分も、売り出しが明年度からということ

になってまいりますので、できればこういう人方の、１回体験された方々が、その地に留

まっていただくようにピーアールをしていきたいと考えているところでございます。また、

来年から実施をいたします定住団地の部分については、この用地の販売等に絡んで、何か

良い優遇措置と言いますか、誘導措置が取れないかというようなことで、事務的に検討を
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入れている最中でございます。これらについても、来たるべき時期に議会とも十分に相談

をさせていただきながら、事業を進めてまいりたいと考えておりますので、この点につい

てもよろしくお願いを申し上げたいと思います。以上を申し上げ、答弁といたします。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 この定住移住問題はどこの町村も、多少うまくいっている所もあるようですけども、な

かなか難しいもので、一番難しいのは職場、仕事が、働き先がないといった大きな問題を

抱えているわけであります。しかしながら、清里は空気もきれいで環境も良い、景観も良

い町であります。しかし、それだけでのピーアールだけではなかなか難しい。清里に住む

と税金も安い、公共料金も安くお金も掛からないと、そういった町づくりを目指して、そ

ういった部分もピーアールしながら進めていっていただきたいなと思うわけであります。 
 次に、教育環境整備について、小学校も今年から新栄、江南と統合されまして、私も何

かの機会で聞いたわけですけれども、順調に推移しているという報告を受けて、一応安心

をしているわけであります。なかなか少子化と言うことで、高校もキャンパス校になった

わけでありますけれども、なかなかそれも今後さらに先が厳しい状況にあろうかと思うわ

けであります。そういった中で、常に特色ある教育環境、学校づくりと言われているわけ

でありますけれども、そこら辺で特に何か、今ニュージーランドの交流、それから留学が

実施されているわけでありますけれども、その点についてももう少し力を入れて規模を大

きくして、中途半端って言うのはおかしいですけども、本当に特別にやらないと、なかな

か特色ある学校づくりは難しいと思うんです。そこら辺、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 
 
○委員長（村島健二君） 
 櫛引町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今の、学校の教育との絡みでありますが、今年から江南と新栄小学校が清里小学校

に統合し、江南、新栄は廃校ということになったわけでありまして、その後の経過をお聞

きしますと、順調に子供達も馴染んで心配の無いスタイルで、それぞれの授業または活動

が進んでいるということで報告をいただいて、安堵している部分でございます。また、今

後における小学校、中学校そして高校のあり方の関係でございます。今年から特色ある教

育、学校づくりと言うことで、新たな事業を導入させていただいて、現在その特色を出す

ように進めているところでございます。その中でも特に高校の関係であります。従来まで

は間口確保対策という中で、総合支援と対策を実施してきたところでありますが、現状と

しては１間口になってしまったということで、従来からの部分も少し見直しをしながら、

現在どちらかと言うと、資格だとか学力の向上の部分での支援をさせていただいていると

ころでございます。そうした中で、特色のあるということになりますと、なかなか難しい
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わけでありますが、実は高校の阿部校長先生とも、この間会う機会がありましてお話をさ

せていただいております。できれば、せっかくモトエカとの交換留学という制度が今も続

いておりますし、清里町から今年もお一人行っております。全体で１４名が今まで行った

はずでありまして、また、モトエカ高校からも今までに８名の方が見えられました。そう

した成果として、当然高校の中での英語、語学力の向上、国際的な感覚の理解というもの

も得ていくことができますし、また、向こうから来られた生徒、今いるグレンさんと、前

におりましたメラニーさんのお二人は、うちの英語補助指導員として清里町でご活躍をい

ただいているといった状況にもありますし、先日モトエカ高校の校長先生がそういう中で、

モトエカ高校の場合は色んな国の子供さんを交流事業として受け入れているということで

ありまして、今回そうした国に全部訪ねて歩くということで、実は日本においても大阪の

女子高校とそれと清里高校のこの２箇所に来て、昨日旅立って、またドイツの方にお伺い

するんだというような話をしておりました。そういうようなことで見えておりまして、そ

の中で、実はこの交流事業の施政方針の中でもありましたように、お互いあまり負担にな

らない方式での交流をしっかりやっていきたいと、私もそういう表明をさせていただいた

とおり、モトエカ高校から２名の交流留学生を来春にこちらによこしたいと、このような

お話もいただいたわけであります。これは特色ある学校の中でも、私としては各クラスに

１名ずついることが一番良いかなと。学校で習う英語と、また直接聞く英語。書けないか

もしれないけども、読めないかもしれないけども、しゃべれるという本当の身になる英語

ができれば、これが大きな特色となって、私、英語をやってみたいというそういう子供さ

ん達が、その交通費やうんぬんということは別にして、清里に来ていただける可能性も十

分あるのではないかと。それから、清里の高校生がそのまま語学力を使って、どこかの大

学に入って、また社会のそういう部分でご活躍いただくという、そういう一つのきっかけ

作りにもなっていくなというような考え方でおりますので、是非この部分については、あ

まり過度の負担になると、お互いにこういう事業が長く続きませんので、そういう範ちゅ

うの中において、多くの交流生を清里にお招きをできる。そんな形での事業の推進になっ

ていけば良いなと思っているところであります。それから全体としては、そういう部分を

特色として掴まえながら、現在交流事業として、こちらの方から出かけている部分があり

ますので、これらについても今の形が本当に良いのかどうなのか、さらに特色を強める方

式でのやり方が無いのかどうなのかという部分も含めて、これからじっくりと事務的にも

検討をし、そして議会とも十分相談をさせていただきながら進めてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。以上です。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 この事業は、せっかく良い事業なので、特に力を入れて進めていただきたいなと思うわ

けであります。 
 次に、健康づくりについてお伺いしたいと思うんですけども、５ヵ年間の計画があって、

清里は他に比べて色んなワクチン、予防接種などの部分では先駆けて進んでいるわけであ
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ります。そういった中で、国保会計の軽減を図るといったことであります。最近私が気に

なる、昔からそうだったのかもしれませんけれども、高齢者の膝の悪い人が非常に多いわ

けです。そしてまた高齢になって膝が悪くなり歩けなくなる。そういった場合に家庭で手

余しすると言うと言い方がおかしいですが、施設に申し込んでも、ここには２箇所あるわ

けですけども、そこでも何十人待ちとかで入れないで、何とかならないかと相談されるわ

けですけども、私の力でもどうしようも無いわけですけども、何とかならないということ

で。そういった話が随分あるわけです。そういった中で、健康予防ということで老人の健

康体操、膝が悪くなって歩けなくなる前に、健康体操とかどこかの町村でも定期的に週１

回とかでやられているわけですけども、そういったことが清里でも実施されているのか、

どうなのか。そういったことで、多少なりとも防げるのであれば、要望できるものであれ

ば、そういった方法も取り入れていただきたいなと考えるわけですけども。 
 
○委員長（村島健二君） 
 町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今の高齢者に係る健康活動、保健活動ということでございます。ご承知のように、

国保の医療費の問題、また後期高齢者の医療費の問題と極めて重要な位置を占めているわ

けであります。元気でずっといていただくと言うのが一番良いわけでありますが、どうし

ても老齢化に伴って足腰が弱って来ると、そこから病気が始まって来るというようなこと

もございまして、町といたしましてもそういう部分において、色んな保健活動とまた社会

教育活動とスポーツ関係がございますので、それらと今一体になって予防活動を続けてお

ります。特に、いきいき健康セミナーというセミナーを保健師さんを中に入れながら、ま

た社会教育の観点からもこのセミナーの実施をさせていただいております。特に本当に軽

スポーツで歩くよりも、もう少し進んだぐらいのスポーツ、人によっても結構年齢幅があ

るものですから、ついて行ける部分とついて行けない部分を見極めながら、色んなそうい

う身体を動かすという部分のセミナーを実施をさせていただいております。また、併せま

して食事と言うんですか、栄養のカロリーのこともございまして、これらについてもそう

いうような講座をあわせて設けながら、今やっているというのが実態でございまして、こ

れらの活動を続けながら極力医療費の低減につながるような、そして健康でいつまでも安

心して楽しく生活のできるような、そういうような枠作りを続けていきたいと考えており

ます。よろしくお願いを申し上げたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 次に焼酎事業について少しお伺いをしたいと思いますが、２２年度から少し考え方を変

えて、製造事業の縮小、また在庫の適正化また新商品の開発とか販路の見直し、こういっ

た部分が執行方針の中にもあったわけですけども、こういったことについて、清里の４千
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リットルとか何ぼとかの在庫があると思いますけども、どれぐらいが適正であるのか。売

れるに越したことはないわけですけども、そういった部分で今後先、その販路の見直し、

全体を含めまして町長の考え方をお伺いしたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 櫛引町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 焼酎醸造事業の関係でございます。現在、概ねきちっとした数字が端数は分かりません

けども、在庫といたしましては大体５４０、５５０キロリットルの在庫を抱えております。

その内、実質的な販売可能量は４７０、４８０キロリットルかなということで、基本的に

在庫をどういう持ち方をするかという、ここが非常に重要なんですが、今までの持ち方で

行きますと大体１年間に６０キロまでは売れていません。はっきり言って５０キロから５

５キロぐらいだと思いますが、最低でもその３年以上分、トータルで３年以上分の在庫を

持たないと次の製品を出して行けないと。すぐに作ったものを、その場で出していくわけ

にはいきませんので、少しずつ寝かせていきます。それからセレクションだとかそういう

物については５年ものですから、それ以上寝かせていかなきゃならないということもあり

ますので、最低でも３年以上の在庫というような考え方でいきますと、大体１５０から１

８０キロリットルを常に持ちながら、回転をさせて新しいのとミックスさせていくという

ような形になろうかと思います。これの在庫の持ち方にも色んな手法があります。その年

の部分のをそれぞれ置いていくという方式もあります。この場合は非常にタンクの数が、

毎年１本ずついりますから、莫大な数がいるかなということになりますけれども、今やっ

ている方式はセレクションの５年ものに５年経ったものを常に入れていくと、補充してい

くというやり方をしながら、今の在庫を抱えてきたということでありますが、現実的にで

すね、１日１００キロリットル前後を醸造したというようなことで、実際には売れたのは

今の時点でも６０キロから７０というようなことで、そうした積み重ねで今現在５５０キ

ロリットルぐらいの総在庫量になったということでありまして、ここに来て少し販売量も

陰りを見せているということで、今年からは全体の販売量を当初の計画では６０キロリッ

トルにして、その内３０キロリットル作り、残り３０キロリットルを在庫からの処分をし

ていきながら、適正在庫に１０年かけて近づけていこうというような計画で進めていると

ころであります。そうした中で何とかうまく推移をしながら、この在庫とのバランスの中

で収支も一定のレベルに留めながらいきたいというようなことで進めているという状況で

ありますので、ご理解を賜りたいと思います。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 この焼酎の販売については、専門的に大手の焼酎の醸造のそういう所と一緒には当然な

らないわけでありまして、今、九州でも沖縄でも１日か２日でこっちに来て、至る所で販



95 
 

売されているわけでありまして、それと肩を並べて清里の町の隅っこで作っている焼酎が

一緒にやるっていうのは到底無理な話で、そういった部分で今回将来的にやはり何のため

の事業かってことを、町民においしい焼酎を飲んでいただく。さらには地元の商店は、こ

の焼酎を販売して多少なりとも潤う。そういうようなことが大切かなと思う。全国的に赤

字を背負って販売していくっていうのはちょっとおかしな話で、これの改革、これを十分

に検討すべきかなと思うわけであります。そういったことで、極端なことを言えば幻の焼

酎だとか、ここ清里町に来ないと買えない焼酎だよとか、そういうこともあっても良いの

かなと、そんなふうに感じるわけでありますけども。この点について極端なことをやって

もなかなか難しいですけども、そこら辺、町長の考えがあったらお伺いしたい。 
 
○委員長（村島健二君） 
 櫛引町長。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 焼酎の製造と販売の関係であります。ご承知のように、この焼酎については昭和５０年

から今日までの３０数年間という歴史を求めたものでございまして、やっと安定的な品物

としての供給ができるというようなことでありますし、この３０年間の間に町民の皆さん

の中では、清里は何ですかと言うと、まず１番目に斜里岳とこの清里焼酎が出てくると、

そこまでに定着をしたものであるというふうに理解をいたしております。そうは言いなが

らもずっとこれに大きな資金をつぎ込んで行くと色んな面で支障があるかなという考えも

持っているわけでありまして、そこら辺の部分と町の自慢として、また特産品としての位

置付けをしっかりと踏まえながら、今後において、ただ今いただきました意見等を踏まえ

ながら、どのような形が最もこの町に適した手法に成り得るかという部分、それもしっか

りとこれから整理をしていきたいというふうに考えているわけであります。私といたしま

しては、これだけの在庫量があります。今、何と言っても販売形式が少し変わってきてい

るというのもあります。直売に近いものがどんどん増えて、インターネットでの取り扱い

は非常に増えてきております。その分どこが減ったかと言うと、大手の流通の部分が少し

ずつ減ってきておりますが、そうは言っても、まだ実際に販売している額の７割以上は流

通です。あくまでも大手の流通に乗りながら行っていると。こうした状態も踏まえ、尚か

つ町内でのそういう販売のそれだけの流通量に対する販売量とも併せながら、どういう手

法が良いのかなども全て検討を加えていきながら、いかなきゃならないと思っている次第

でありますので、よろしくお願いを申し上げたい。また、新たな焼酎としての販売の方策

や、色んな部分での試験研究も併せて進めてまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。以上で終わります。 
 
○委員長（村島健二君） 
 田中委員。 
 
○８番（田中誠君） 
 焼酎についても今、町長から言われたように本当に年数をかけて定着をしつつ、して来
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たわけでありまして、その焼酎愛好者も増えて来ているのが現状なわけであります。しか

し、いかんせん人口が人口ですので、量的にはしれている。だけれども大事な焼酎だと私

も考えるところであります。そういった中で、皆さんが理解、執行者が知恵を結集して、

なんとか色んな方法があろうかと思うので、この辺今後とも検討材料として進めていただ

きたいなと考えるわけであります。最後に今回、東日本大震災、また原子力発電所の事故、

台風などでの大型災害が日本列島各地で多発しているわけであります。我が町も交付税に

大半を依存している町でもありまして、またそういった中で少子化、少子高齢化が進んで

いると。こういった小さな町全国的がそうなわけでありますけども、今後交付税もなかな

か厳しい状況になって来るのではないかと、私なりに想定をしているところでありまして、

こういった厳しい状況下に、先が厳しい状況にあるわけでありまして、今回色んな部分で

質問させていただき、そして答弁をいただいたわけでありますが、色んな解決をしていか

なければならない課題が山積をしているわけであります。特に町長は今後、どういった部

分に特に力を入れていくのか。執行方針の中でも、町長の考えが示されているわけであり

ますが、今回新たにそういった考えをお聞きして、質問を終わりたいと思います。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今の町づくりに対する考え方でございますが、基本的には私といたしましては町民

の福祉の向上、これが第１的なことではないかと思っております。このためには基本とな

る生活を支える部分がしっかりできないと、そこに重点が当たっていかないということに

なってこようかと思います。私の執行方針の中でもございます。そしてこの４年間の私の

公約でもあります、みんなと創るふるさとであります。そして町に活力とにぎわいがある

ような、そんな町づくりをしていかなきゃならんというふうに思っております。そうした

中で、第５次総合計画のこれはもう当然推進でありますが、それと併せてですね、私が提

唱している庭園の町づくり構想に基づく全体的な町のイメージと、町づくりを重ねていき

たいというような考えで進めていきたいと思っております。その中には各分野にわたる

様々な事業施策の展開をさせていただくものでありまして、自主自立の町づくり、そして

住民参加と協働、共創の町づくりに向けたこの４年間の取り組みを進めてまいりたいと考

えておりますので、色んなこれからの施策等について、ご協議を申し上げながら進めてま

いる所存でもありますので、今後ともご支援とご協力をいただきますように、よろしくお

願いを申し上げたいと思います。 
 以上を答弁とさせていただきます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 以上で、総括審査を終わります。 
 以上を持ちまして、平成２２年度各会計の決算審査を終了させていただきます。 
 委員各位並びに理事者、職員各位に対し、３日間の審査運営に特段のご協力をいただき

ましたことに対し、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など
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につきましては、今後十分検討いただき、今後の予算編成にまた行政執行に活かされるよ

う要望を申し上げます。東日本大震災の影響また台風１２号の災害、景気の低迷などまだ

まだ厳しい社会情勢でありますが、町民の福祉向上のため、一層の研鑽と努力をご期待申

し上げまして、審査終了のご挨拶といたします。ご協力誠にありがとうございました。 
 ここで、暫時休憩いたします。町理事者、職員の方は退席願います。 

（暫時休憩） 
○委員長（村島健二君） 
 休憩前に引き続き、審査を行います。 
 ここで、認定第１号 平成２２年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第８号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について、都合８件を

一括議題とします。 
 お諮りします。はじめに決算審査の意見の取りまとめを行いたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 
（「異議なし」との声あり） 

○委員長（村島健二君） 
 異議なしと認めます。 
 審査意見の内容について、事務局長に説明させます。事務局長。 
 
○議会事務局長（柏木繁延君） 
 それでは、お手元に配付の審査報告書について、ご説明を申し上げます。 
 審査案件については、認定第１号から認定第８号まで、一般会計、特別会計の決算認定

でございます。 
 審査期日については、平成２３年９月１４日から１６日の３日間。 
 審査の結果については、各会計については認定すべきものと決した。委員会の意見でご

ざいます。 
 朗読いたします。 
 平成２２年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について、審査を行った結果、各

会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理が行われており、所期の目的が達成されたも

のと認める。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても、引き続き健全財政を

維持していると判断するが、町税・使用料等の自主財源は人口減少や引続く景気低迷等に

より増収の期待は厳しく、また、主要財源である地方交付税においても国の財政状況や政

策等による影響も懸念される。町民の福祉向上のため、実施されたハード、ソフト事業が

効率的、有効に利活用されることを望むものである。ついては、決算審査特別委員会での

意見などを十分に検討され、明年度以降の予算編成や行政運営に活かされるよう望むもの

である。 
 以上でございます。 
 
○委員長（村島健二君） 
 審査意見の内容について、ご意見を伺います。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（村島健二君） 
 異議なしとのことですので、以上で審査意見の取りまとめを終わります。 
 お諮りします。 
 各会計の決算認定について、一括採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○委員長（村島健二君） 
 異議なしと認めます。これより、各会計一括して採決します。 
 この採決は、挙手によって行います。 
 認定第１号 平成２２年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第８号 

平成２２年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について、認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（村島健二君） 
 挙手全員であります。 
 したがって、認定第１号 平成２２年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、

認定第８号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定については、各会計

とも認定することに決定しました。 
 これで、本決算審査特別委員会に付託された案件については、全て審査を終了しました。 
 これで、決算審査特別委員会を閉じます。ご苦労様でした。 
 

（閉会 午前１０時３６分） 


