
1 

平成２３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２４年 ９月１２日（水） 

  開 会   午後 ４時３５分 

    散  会   午後 ４時５０分 

 

 

●出席委員（７名） 

   委 員 長  澤 田 伸 幸     委  員  勝 又 武 司 

   副委員長  畠 山 英 樹     委  員  村 島 健 二 

   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      熊谷 雄二 

  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  三浦  厚    企画財政Ｇ主査    宮津 貴司 

  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  清水 英勝 

  町民生活Ｇ主査    梅村百合子    町民生活Ｇ主査    小泉めぐみ 

  町民生活Ｇ主査    阿部 真也    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  進藤 和久 

  福祉介護Ｇ主査    水尾 和広    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    武山 雄一 

  農業Ｇ主査      山嵜 孝英    商工観光・林政Ｇ総括主査 野呂田成人 

  商工観光・林政Ｇ主査 樫村 亨子    商工観光・林政Ｇ主査 北川  実 

  焼酎グループ主幹   松浦  聡    農業委員会次長    吉田 正彦 

  建設課長       古谷 一夫    建設管理Ｇ総括主査  清田 憲宏 

  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主査 荒  一喜 

  出納室長       小貫 信宏 



2 

  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  清水 俊行    学校教育Ｇ主査    新輪 誠一 

  社会教育Ｇ総括主査    本松 昭仁    社会教育Ｇ主査    小林 正明 

  消防清里分署長    二瓶 正規    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 

 決算審査特別委員会の開催に先立ちまして、委員長であります澤田委員長よりご挨拶申

し上げます。 

 

○澤田委員長 

 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、畠山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いたします。ご案内のとおり、国政は社会保

障と税の一体改革法案、いわゆる消費税増税の法案成立後、国民不在の政治状況が続いて

いる状況であります。一向に回復しない経済状況の中で、地方行政運営は益々厳しい状態

になっておりますが、町民の要望や山積する行政課題を解決するため、限られた財源をよ

り有効により効率的に使っていく工夫と努力が益々求められます。本定例町議会に平成２

３年度各会計の決算認定が提案され、本日から１４日までの３日間にかけて審査を行うこ

とになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（開会 午後 ４時３５分） 

●開会宣告 

○澤田委員長 

 これより、２３年度各会計の審査を行います。審査の日程、進め方について、事務局長

に説明させます。 

 

○議会事務局長 

 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。審査日程については、本日

より１４日までの３日間。１日目の本日につきましては、監査委員による決算意見書報告。

町長よりご挨拶をいただき、散会の予定です。明日は９時半からの審査を予定です。３日

目の１４日は、総括審査、採決まで行う予定です。審査の方法につきましては、歳出は款

の目ごと、歳入は款ごとの審査であります。歳出の目、歳入の款によっては、一括して審

査を行うものもあります。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
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までの順で行います。各款ごとに呼び出しを行うということでございます。消防費につき

ましては、休憩中の審査、説明となります。特別会計につきましては、記載の順に、歳出、

歳入一括で行います。総括審査につきましては、各会計全般にわたってということであり

ます。以上で、説明を終わります。 

 

○澤田委員長 

 審査の日程、進め方についての説明を終わります。 

 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） 

 平成２３年度清里町決算審査意見報告をさせていただきます。１ページをお開きいただ

きたいと思います。平成２３年度清里町各会計歳入歳出決算審査意見。 

 第１．審査の概要。１．審査の対象、各会計歳入歳出決算、平成２３年度基金の運用状

況、付属書類、２．審査の期間 平成２４年８月１３日から同年８月２３日まで。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、これら係数の正確性を検証するため、関係諸帳簿その他諸書類等、通常実施す

るべき審査の手続きを実施した。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

に関する調書並びに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、その係数

は関係諸帳簿、その他諸書類と照合した結果、誤りの無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事も認められた。基金の運用状況は、

その係数は正確であり、関係基金条例に基づき、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、以下のとおりですので、２ページをお開きいただきたいと思います。

１．決算の総括（１）決算規模、当年度の決算規模は次の下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６４億４,０４５万８千円。歳出総

額６２億６,１１７万１千円でございます。（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１億４,５８１万９千

円。これから、前年度実質収支を差し引いた単年度収支額は１,３７３万１千円となってお

ります。決算収支の状況を会計別に示すと、下の表のとおりでございます。第３．予算執

行状況、歳入決算額６４億４,０４８万５千円は総予算額６５億９,０５６万１千円に対し１

億５,０１０万３千円の減収で、収入率は９７．７％となっている。また、調定額６４億６,

６８２万５千円に対する収入率は９９．６％となっており、収入未済額は１,９８７万２千

円は、前年度対比８８８万４千円の減となっている。不納欠損額６４９万６千円は前年度

対比５６９万６千円の増である。歳出決算額６２億６,１１７万１千円は、総予算額に対し

て９０．５％の執行率で不用額は１億４１５万４千円となっております。次の４ページか

らは省略をさせていただきまして、２６ページに移らせていただきます。 

 第３．審査意見。東日本大震災による福島第１原子力発電所の事故は、その後の国内全

体の電力供給やエネルギーのあり方に大きな影響を及ぼしているところです。地方自治体
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においても、住民に対する節電意識の啓蒙や再生可能エネルギーの活用等、新たな政策に

取組んでいく必要が生じて来ております。依然として明るい兆しの見えない国内や、ＥＵ

を中心とした国際経済状況や少子高齢化等様々な課題が存在しております。平成２３年度

は櫛引新町長による町政執行がスタートした年であります。厳しい財政状況の中において

の札弦センターの改築をはじめとする各種事業展開ではありますが、財政健全化比率や他

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

表するところでございます。しかしながら、既存の公共施設道路等の維持管理について、

現在の形での継続においては、管理費等の増加が予想されるとともに、国民健康保険事業

をはじめとする特別会計の町繰入金についても、今後増加が予想されます。今後も自主財

源である、町税、負担金使用料などや地方交付税などの増収が見込める可能性は非常に低

く、地方財政はさらに厳しいものとなります。今以上に、町民と行政が知恵と力を合わせ、

町づくりに邁進していかなければなりません。なお、今後における懸案事項課題解決のた

め、次の事項について配慮を求めるものでございます。１．各種団体への補助金について。

各種団体への補助金について適正な補助金の活用が行われているか。所管課において、補

助目的に沿った団体運営、事業実施において、検証及び指導がなされなければならないも

のであり、今後とも補助金交付規則に基づき適正な執行をされたい。２．備品の管理につ

いて。備品台帳は、公有財産管理の基本となる重要な書類であり、不備や誤記載は許され

るものではない。毎年度多額の備品購入が予算化され執行されているが、これらの備品が

公有財産という職員意識の徹底をされたい。早急な備品台帳の整備を求めるところでござ

います。３．効率的な施設管理について。施設管理については、各課がそれぞれ所管して

いるが、今回の監査においては、草刈業務について調査いたしました。所管により業務委

託、賃金、機械借上等、様々な手法により管理をしているが、より効率的・効果的・経済

的な方法について検討されたい。 

 以上で、平成２３年度清里町監査決算審査意見書の報告を終わらせていただきます。 

 

○澤田委員長 

 監査委員審査意見書の報告が終わりまして、決算審査意見に対する質疑を行います。質

疑がございましたら。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

 ここで、町長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

○町長 

 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

をお願いいたします、平成２３年度の会計につきましては、昨年の統一選挙、地方選挙に

より町政を担当させていただくこととなり、実質的な町政執行に伴う初めての決算であり

まして、一般会計及び６特別会計合わせ、歳出総額で６２億６,１００万円の決算となって

おります。 
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 各分野における新規及び主要事業といたしましては、地上デジタル放送への移行に伴う

緑地区での地上デジタル共聴施設をはじめ、新町地区の定住促進団地整備、札弦センター

改築事業、パパスランド道の駅の改築整備に係る地耐力調査及び実施設計業務、さらには

ひまわり団地の地域優良単身者住宅建設事業、そして、継続事業として実施をいたしてお

ります４線道路、江鳶南道路、３線道路の改良舗装事業などの大型事業につきましては、

補助事業及び交付金事業により実施をさせていただきました。また、新店舗出店事業や、

住宅リフォーム支援事業などの地域活性化事業、救急医療体制事業、子宮頚がん・ヒブ・

肺炎球菌ワクチン等の予防接種事業、そして特色ある学校づくり事業など健康づくりや子

育て、教育支援施策などの町単独での新たな事業につきましても実施をさせていただくこ

とができましたし、町営野球場や武道館などの公共施設における改修、修繕事業、さらに

は各分野にあたる所要の事業につきましても、計画どおりに実施をさせていただくことが

できました。これもひとえに議員の皆さん及び町民皆さんのご指導・ご協力の賜物であり、

この場を借りまして心より感謝とお礼を申し上げます。また、監査委員におかれましては、

８月１３日～９月５日までの長期間かつ猛暑の中、全７会計にわたり決算監査を実施して

いただき、誠にありがとうございました。この間のご労苦に心よりお礼を申し上げます。 

 さて、平成２３年度を振り返ってみますと、世界的には中東諸国の民主化運動の高まり

による政権の移譲、ヨーロッパＥＵ諸国の信用不安による経済危機と、中国を中心とする

新興国経済の減速、タイの洪水による日系企業の甚大な被害、そして記録的な円高など極

めて不安定な状況となっておりますし、日本国内におきましても、３月１１日に発生しま

した東日本大震災による未曾有の大災害と、福島第１原子力発電所の事故などの影響とも

相まって一段と厳しい環境となってございます。国におきましては、こうした状況を踏ま

え、社会保障と税の一体改革を中心とした消費税の増税を断行し、財政再建とセーフティ

ーネットの構築を進めようといたしておりますが、大震災の復興と円高や企業の空洞化、

少子高齢化にあえぐ国内経済の立て直しなど、かつてない喫緊の課題を含め、国や地方を

取り巻く環境は極めて厳しい状況が続くものと予測をされております。町政の執行にあた

りましては、第５次総合計画に掲げた本町の将来像であります、「人と自然がともに輝き

躍動する町」の実現に向けた、住民参加と協働・共創のまちづくりを基本に、引き続き各

種施策の効率的・選択的な指針に努めるとともに、健全財政の堅持に努めてまいる所存で

ございます。 

 最後になりましたが、これより澤田決算審査特別委員会委員長並びに畠山副委員長の裁

きにより、平成２３年度の一般会計及び６特別会計歳入決算総額６４億４千万円、歳出決

算総額６２億６,１００万円に及ぶ決算審査をいただくことになりますが、議員各位におか

れましては、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

○澤田委員長 

 これで、本日の委員会は散会といたします。 

 明日は、９時３０分からの再開です。どうもご苦労様でした。 

 

（散会 午後 ４時５０分） 
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平成２３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２４年 ９月１３日（木） 

  開 会   午前 ９時３０分 

    散  会   午後 ３時００分 

 

 

○澤田委員長 

 これより、決算審査特別委員会を再開します。 

 各会計、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 

 平成２３年度各会計の決算審査にあたり、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の決算書につきましては、特別会計

の最後に編さんしております。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

編さんいたしております。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さんいたしております。なお、昨日に決算審査意見報告が代表

監査委員より詳細に行われておりますので、できる限り要点のみの説明とさせていただき

たいと思います。 

 それでは、会計別決算書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２３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２３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７会計の総額は、歳入が予算

額６５億９,０５６万１千円に対し、決算額は６４億４,０４５万８千円で、執行率は９７．

７２％となっております。歳出につきましては、決算額は６２億６,１１７万１千円、執行

率は９５％となっております。なお、歳入歳出差引残高は１億７,９２８万７千円となって

おります。昨年度の決算額と比較しますと、平成２２年度は歳入が７９億８２７万１千円、

歳出が７７億６,９６４万３千円であり、歳入においては約１４億６,７００万円の減、歳出

においては約１５億８００万円の減となっていますが、その要因は国の経済対策に伴う町

民会館、緑清荘建設などの大型事業が、平成２２年度をもって完了したことが主な要因と

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１５億３千万円の減、介護保険会計も７５０万円の減、国保会計が３,３００万円の増、

後期高齢者医療会計が１８０万円の減、簡易水道会計が５３０万円の増、農業集落排水会

計が５６０万円の減、焼酎会計は１１０万円減となっております。 

 続いて、一般会計決算の状況について、２ページをお開きください。一般会計の平成２

３年度の歳入総額は４９億３,６２９万２千円、歳出総額は４７億７,６５８万９千円、歳入

歳出差引額は１億５,９７０万３千円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許

費の３,３４６万８千円、実質収支額は１億２,６２３万５千円となっております。実質収支
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額の内容は、歳入の減に伴うものが１億５,７１１万４千円、歳出の減は、翌年度繰越及び

不用額により３億１,６８１万７千円となっております。なお、単年度収支額につきまして

は１,５５５万６千円の黒字となっております。また、平成２２年度との比較は、記載のと

おりでございます。 

 次の３ページで、一般会計の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

の合計欄でご説明いたしますと、調定額は４９億４,６８１万１千円、収入済額は４９億３,

６２９万２千円であり、不納欠損額は２６９万７千円、収入未済額は７８２万２千円であ

ります。前年度との比較では不納欠損額は増加、収入未済額は減となっております。不納

欠損額につきましては町税が２６９万円ですが、その内、町民税が４３万９千円、固定資

産税が２２５万１千円となっております。また、使用料及び手数料が７千円となっており、

その内容につきまして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６２１

万８千円となっており、その内、町民税が３６５万７千円、固定資産税が２５５万円、軽

自動車税が１万１千円となっております。使用料及び手数料の収入未済額は１６０万４千

円で、その内、使用料が１５８万１千円となっており、その全額が町営住宅使用料となっ

ております。また、手数料２万３千円の内訳については、税の督促手数料１万６千円、町

営住宅の督促手数料７千円となっております。予算現額に対する増減額は１億５７１１万

４千円の減であり、収入割合は予算現額に対して９６．９％、また、調定額に対しては９

９．８％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５１．

４％と最も高く、次いで町税が９．２％、諸収入が９．１％、町債が８．６％となってお

ります。 

 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、合計欄でご説明申し上げ

ます。予算現額と支出済額は省略いたしまして、翌年度繰越額は２億２,５２３万６千円、

不用額は９,１５８万１千円となっております。執行割合は予算額に対して９３．８％とな

っております。翌年度繰越額の内訳は、総務費の行政基幹システム改修事業が６１５万３

千円、農林水産業費では、林業・木材産業構造改革事業が９９３万３千円、教育費におい

ては、光岳小学校屋内運動場等改築事業が２億９１５万円、合わせて２億２,５２３万６千

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、職員人件費を総務費に集

約しておりますので、総務費が３２．１％と全体では一番高く、次いで公債費が２０％、

民生費１１．２％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

つきましては、職員給与費の給料や職員手当等、一般管理費の賃金、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委託料、民生費においては、各種扶助や

給付費、障害者自立支援事業の実績精算に伴う負担金補助及び交付金、老人福祉費の委託

料などとなっております。衛生費では予防費の委託料、各種医療対策費の扶助費、農林水

産業費では農地開発事業費及び林業振興費の負担金補助及び交付金、商工費においては、

商工振興費の負担金補助及び交付金、土木費については特になく、教育費につきましては、

各施設管理費関係の委託料、負担金補助及び交付金、公債費は償還金利子及び割引料の一

時借入金利子がなかったことによる不用額となっております。 

 続いて５～６ページにつきましては、歳入歳出の決算額の附表として款の科目別決算額

の比率の高い順にグラフ化したものでございます。 

 次に７ページにつきましては、歳入の性質別財源構成比較表について説明いたします。
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歳入の財源の調達方法から、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しております。まず、２３年度決算額４９億３,６２９

万２千円の内、依存財源は３６億６５９万８千円で、構成割合は７３．１％、自主財源は

１３億２,９６９万４千円で、構成割合は２６．９％となっております。また、特定財源に

つきましては、下から２段目の１４億３,８２１万円で構成割合は２９．１％、一般財源は

３４億９,８０８万２千円で構成割合は７０．９％となっております。平成２２年度との比

較では、依存財源は１６億８,４３０万５千円の大幅な減であり、一方、自主財源は１億９,

７３１万５千円の増となっております。依存財源の地方交付税は、平成２２年度と比較い

たしますと５,８７８万円の減、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・雇用対策事業が終了したことにより、１４億５,１０９万３千円の大幅な減

となっております。道支出金についても２,０５２万８千円の減、町債も１億４,１１０万円

の減となっております。自主財源では、町税におきましては農業所得の増加などにより、

前年度比較では約１,８８０万円増の４億５,２５６万６千円となっております。 

 続いて８ページをお開きください。ここでは、性質別財源構成比較表におきまして、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と、平成２３年度の決算時における

財源の内訳は、特定財源が下から２段目の１４億３,１６５万１千円で、構成割合は３０％、

一般財源は３３億４,４９３万８千円で、構成割合は７０％となっています。また、経常的

な一般財源は２３億８,４５０万７千円で、経常収支比率は７５．３％となっております。

なお、昨年度は７３．６％であり１．７％の増となっております。また、投資的経費の決

算合計額は下から３段目の６億９,７９１万３千円で、昨年度と比較すると１３億１,０１７

万３千円の大幅な減となっております。 

 次に９ページをご覧ください。この表は、款別・性質別と人件費と物件費について区分

したものです。人件費は右端の欄で７億２,６７４万９千円で、前年度対比では４,５７２万

３千円の減となっております。物件費は右端の中段の９億５,７８８万８千円で、前年度対

比８８１万円の増となっており、商工費に係る備品購入費が主な増の要因となっておりま

す。 

 次に１０ページをお開きください。この表は債務負担行為の総括表となっております。

年度区分の前年度末は平成２２年度末、決算年度は平成２３年度、翌年年度以降は平成２

４年度以降となっております。決算年度である平成２３年度中における債務負担は、１０

ページのデイサービスセンター建設に伴う償還金補助をはじめ、全部で２６件、総額８,３

４７万５千円となっております。２３年度中における新たな債務負担行為は、清里町管理

の道路橋梁及び河川の指定管理業務であり、同年中の終了は２件となっております。また、

平成２４年度以降の債務負担つきましては２５件で総額７億７,９００万千円となっており

ます。 

 １２ページをお開き願います。ここでは、地方債の現在高調についてご説明いたします。

１番下の合計欄でご説明いたしますと、平成２２年度末の現在高は８５億７,８９７万２千

円、平成２３年度中における地方債発行額は４億２,６２０万円であり、当該年度における

償還額は、元利合わせまして９億５,４４２万４千円となっております。従って、平成２３

年度末の現在高は８１億９,１８５万５千円となり、２２年度末と比較し３億８,７１１万７
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千円の減となっております。なお、普通交付税の算入による財政措置については６億２千

円となります。 

 次の１３～７５ページまでは主要施策の成果、７７～８５ページまでは決算不用額の主

な内容、８７ページから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後ろのページ、財産に関する調書の１ページをお開

きください。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、２３年度中の増減は３,５３１．７９平米の減であり、年度末

の現在高は ９４８万４,１６４．９１平米となっております。なお、主な減の要因は、道々

用地及び旧江南小学校教員住宅用地の売払措置によるものでございます。また、建物につ

きましては木造が１９３．１８平米の減、非木造が３４５．４３平米の増となり、年度末

の現在高が ８万９,３７３．８８平米となっております。非木造の主な増加の要因をいた

しましては、公営住宅などの建設によるものでございます。なお、次の２～４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）の物権、（３）の有価証券及

び（４）の出資による権利については、異動及び増減が生じておりません。６ページをご

覧ください。２の物品につきましては、決算年度中における公用車の買取り及び譲渡はあ

りませんでしたので、決算年度末においては前年度と同じ３４台の所有となっております。

３の債権につきましては、農業振興資金出資金が返還になり、決算年度末現在の残高はあ

りません。４の基金につきましては、山林が実測の結果、２２６平米の増加、基金につき

ましては５億６,８７０万９,５９８円の増となっております。なお、北海道備荒資金につき

ましても、配当積立により８７万６,０８２円の増となっており、これを合わせた合計額は

３８億７,５７５万２,７７７円となっております。なお、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。 

 次の７～８ページの貸付基金運用状況につきましては、教育委員会生涯教育課長よりご

説明申し上げます。 

 

○澤田委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 地方自治法第２４１条の規定に基づく資料といたしまして、基金の運用状況につき、ご

説明申し上げます。 

 はじめに、清里町奨学資金貸付基金の運用状況です。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,

７９１万５千円で決算年度中の貸付分、３名、８４万円の増となっております。償還額は

１億２,３１９万６,５００円で、決算年度中の償還は４５人、４６６万２千円となっており

ます。従いまして、現在高につきましては３,０２８万１,５００円となります。 

 続きまして８ページをご覧ください。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
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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団体より資金造

成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

付はございませんでした。償還額につきましては２,７４６万７千円で、決算年度中の償還

額は５万４千円となっております。従いまして、現在高につきましては８９１万９千円と

なっております。 

 以上、２つの基金の運用状況について、ご説明を終わります。 

 

○澤田委員長 

 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 

 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計の決算について、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、ご説明いたします。はじめに、清里町各会計歳入歳出

決算説明書の中ほどの薄茶色の仕切り、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２３年度款別決算額調についてご説明いたします。歳入の決算額

について合計額で説明します。予算現額が４億２,４７９万円に対しまして、調定額が４億

２,６７４万５千円。収入済額は４億２,５８２万１千円、未収入額は９２万４千円となって

おります。未収入額の内訳につきましては、介護保険料が９２万円、督促手数料が４千円

となってございます。予算現額に対する増減額が１０３万１千円の増であり、国庫支出金

９３万４千円と介護保険料１０万６千円の増、財産収入１万円の減は基金の利息の減額で

すが、その他が１千円の増額となっております。収入割合は、予算現額に対しまして１０

０．２％であり、調定額に対しては９９．８％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４億２,４７９万円、支出済額が４億２,２

０４万３千円、不用額については２３８万７千円であり、主たる要因については、保険給

付費２０４万円でございます。支出割合は、予算現額に対しまして９９．４％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、ただ今説明いたしました款

別決算額調をグラフ化したもので、説明は省略させていただきます。 

 次に３ページ、第２表性質別経費分析表について。これは、負担金補助及び交付金の合

計額が４億７９７万３千円と、全体の９６．６％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４億２,５８２万１千円で

あり、歳出総額は４億２,２４０万３千円、歳入歳出差引額及び実質収支額は３４１万８千

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、前年度末残高が１,６２６万１,８

６９円であり、決算年度中の増減額は５０２万９,３７９円の減であり、決算年度末の現在

高は合計で１,１２３万２,４９０円となってございます。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 
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○澤田委員長 

 次に、国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、説明をお願いします。町

民課長。  

 

○町民課長 

 平成２３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。                                                               

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７億５,２４３万９千円に対しまして、調定額７

億６,７２５万１千円、収入済額７億５,３８２万７千円、不納欠損額３７９万９千円、未収

入済額９６２万５千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３７９

万１千円、督促手数料が８千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１８７万７千円、滞納繰越分が７７３万４千円であり、合わせて９６

１万２千円、督促手数料が１万３千円となっております。予算現額に対する増減額は１３

８万８千円の増となっておりまして、収入割合は、予算現額に対し１００．２％、調定額

に対し９８．３％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７億５,２４３万９千円に対

しまして、支出済額７億５,２４１万２千円、不用額２万７千円となっており、予算現額に

対する執行割合は１００％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

調を棒グラフしたものであり、説明は省略させていただきたいと思います。 

 ３ページをご覧ください。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７億４,２９８万４千円であり、全体の９

８．７％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について、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の１１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申し上げます。歳入総額は７億５,３８２万７

千円、歳出総額は７億５,２４１万２千円となっており、歳入歳出差引額並び実質収支額は

１４１万５千円でございます。 

 １２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２２年度末の現在高が２,７０７万９,４８６円であり、決

算年度中増減高は２,１９９万６,６２６円の減でございます。平成２３年度末の現在高は５

０８万２,８６０円となっております。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○澤田委員長 

 次に、後期高齢者医療特別会計の説明をお願いします。町民課長。 

 



12 

○町民課長 

 平成２３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５,１８４万８千円に対し、調定額５,２５４万４

千円、収入済額５,２３０万４千円、未収入額２４万円となっております。予算現額に対す

る増減額は、４５万６千円の増となっており、収入割合は、予算現額に対し１００．９％、

調定額に対し９９．５％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５,１８４万８千円に対し、

支出済額５,１８４万１千円、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％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５,０８２万３千円と全体の９８％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、別冊の緑色の清

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、ご説明申し上げます。歳入総額は５,２３０万４千円、歳

出総額は５,１８４万１千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は４６万３千

円でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○澤田委員長 

 次に、簡易水道事業特別会計の説明をお願いします。建設課長。 

 

○建設課長 

 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、ご説明申し上げ

ます。各会計歳入歳出決算説明書、水色の仕切りの１ページをご覧いただきたいと存じま

す。 

 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７,８７５万８千円に対し、調定額は８,０５

１万１千円、収入済額は７,９８３万９千円となっております。不納欠損額はございません。

収入未済額は６７万２千円となっており、未済額の内訳は、水道使用料の現年度分が４１

万７,１４０円滞納繰越分が２４万２,２６０円、督促手数料が１万３千円となっております。

予算現額に対する増減額は１０８万１千円の増となっており、予算現額に対する収入割合

は１０１．４％、調定額に対しては９９．２％となっております。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。予算現額７,８７５万８千円に対し、支

出済額は７,４４３万３千円であり、不用額は４３２万５千円となっております。予算現額
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に対する執行割合は９４．５％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ページをご覧いただきたいと存じます。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、歳出における款ごとの性質別経費分析表であり、

人件費が７４６万１千円で全体の１０．０％、物件費が１,０４３万円で１４．０％、事業

費が１,９３８万３千円で２６．０％、公債費が３,２３０万８千円で４３．４％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２２年度末の現在高が２億８,１３

１万１千円、平成２３年度中における発行額はありません。平成２３年度の償還額は、元

利合せまして３,２３０万８千円であり、平成２３年度末現在高は２億５,４６４万８千円と

なっており、普通交付税に算入された額は１,６４３万１千円であります。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２３年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の６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７,９８３万９千円、歳出総額は７,４４

３万３千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに５４０万６千円とな

っております。 

 ７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２２年度末の現在高は４,２３１万５,

０４８円であり、決算年度中の増減高は４５２万９千円の減、決算年度末現在高は３,７７

８万６,０４８円となっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○澤田委員長 

 次、農業集落排水事業特別会計の説明をお願いします。建設課長。 

 

○建設課長 

 平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして、ご説明

申し上げます。各会計歳入歳出決算説明書、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１億１,６６８万１千円に対し、調定額１億１,

８９４万８千円、収入済額１億１,８３５万８千円となっております。なお、不納欠損額は

ありません。収入未済額は５９万円となっており、内訳は使用料の現年度分が３７万２,５

５０円、滞納繰越分が２０万７,２００円、督促手数料が１万６００円となっております。

予算現額に対する増減額は１６７万７千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し
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１０１．４％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１億１,６６８万

１千円に対し、支出済額１億１,４４０万９千円となっており、不用額は２２７万２千円と

なります。予算現額に対する執行割合は９８．１％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ごとの性質別経費分析表であり、公

債費が７,８３４万９千円と全体の６８．５％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２２年度末の現在高が７億７,２６２万

８千円。平成２３年度中における発行額はありません。平成２３年度の償還額は、元利合

せまして７,８３４万８千円であり、平成２３年度末の現在高は７億１,３７５万５千円とな

っており、普通交付税に参入された額は４,３４９万７千円であります。 

 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２３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１億１,８３５万８千円、歳出総額は

１億１,０４４万９千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は、ともに３９４

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。 

 

○澤田委員長 

 次に、焼酎事業特別会計の説明願います。産業課長。 

 

○産業課長 

 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計決算状況について、ご説明申し上げます。決算説

明書にてご説明申し上げますので、うぐいす色の次、焼酎事業特別会計の１ページ、第１

表款別決算額調べをお開きください。 

 歳入からご説明いたします。歳入の予算現額の合計は７,２６３万９千円であり、調定額

並びに収入済額合計は、いずれも７,４０１万５千円であります。なお、予算現額に対する

増減額の合計１３７万６千円の増は、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１０１．９％であり、調定額に対しての収入割合は１００％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７,２６３万９千円であ



15 

り、支出済額の合計は６,９０８万４千円であります。予算現額に対します執行割合は、合

計欄で９４．８％であります。なお、不用額は１款総務費で８６万円、２款製造費で２６

９万５千円、合計で３５５万５千円の不用額となっております。 

 ２ページをお開き願います。２ページは第１表の附表であり、歳入歳出についてそれぞ

れ棒グラフで表示してありますので、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表の附表であり、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、うぐいす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ページお開き願います。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７,４０１万５千円、歳出総額が６,９０８万４千円であり、歳入歳出差

引額並びに実質収支額は４９３万１千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

に１の物品の増減はありません。２の基金は決算年度中に４８０万９千円の増となってお

ります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○澤田委員長 

 ここで、暫時休憩します。 

 休憩中に、消防費清里分署費の関係の説明を行います。消防清里分署長。 

 

○消防清里分署長 

 平成２３年度斜里地区消防組合清里分署決算状況について、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一番後ろの青色の仕切りがございます。ここから

が斜里地区消防組合決算になりますので、２ページの第１表平成２３年度款別決算額調書

について説明いたします。 

 歳入の決算額につきましては、合計額でご説明いたします。予算現額が１億８,２６８万

６千円に対し、調定額合計及び収入済額の合計はいずれも１億８,０５３万９千円となって

おります。予算現額に対する上限額は２１４万７千円の減で、収入割合は予算減額に対し

９８．８％。調定額に対して１００％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１億８,２６８万６千円に対し、

支出済額１億８,０５３万９千円、不用額は２１４万７千円であり、主なものは清里分署費

の職員手当等６１万４千円、清里消防団費の旅費８５万６千円であります。支出割合は、

予算現額に対し９８．８％となっております。 

 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１億１,６１８万７千円と全体の６４．３％を占めております。 
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 ４ページをお開きください。第３表は、ただ今説明しました款別決算額を棒グラフにし

たものであり、説明は省略させていただきます。 

 ５ページをお開きください。第６表は緊急出動等の状況となっております。１の火災出

動は１件となっております。また、４の救急出動は１３９件であり、傷病者別搬送の内訳

は、①の表のとおりとなっておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 ６ページをお開きください。６ページは、消防団員火災等出動手当支給状況となってお

り、説明は省略させていただきます。 

 ７ページをお開きください。第７表は消防本部費関係決算調書となっており、説明は省

略させていただきます。 

 ８ページをお開きください。８ページは性質別歳出内訳となっており、説明は省略させ

ていただきます。 

 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一番後ろ、青色

の表紙の仕切りがございます。ここからが、斜里地区消防組合清里分署歳入歳出決算書に

なりますので、５ページをお開きください。財産に関する調書の共有財産について、ご説

明いたします。１の共有財産の土地及び建物について、合計欄でご説明いたします。建物

につきましては、２３年度中の増減は第２分団庁舎に係ります取り壊し１２９．６平米と

新築１１２．５平米との差で１７．１平米の減となっており、決算年度末の合計面積は７

６２．７平米となっております。 

 ６ページをお開きください。２の物品につきましては、増減はございません。 

 最後のページは修理状況でありますが、２３年度中の増減は、防火水槽１基の減及び消

火栓１基の減となっております。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 

 

○澤田委員長 

 これで、各会計の説明は終わりました。 

 ここで、説明員交代のため、暫時休憩いたします。１０時３０分まで休憩とします。 

                             休憩 午前１０時１８分 

                             再開 午前１０時３０分 

○澤田委員長 

 休憩前に引き続きまして、審査を行います。 

 一般会計歳出より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。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に移ります。２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、１５～１６ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 １５～１６ページ、１目職員給与費・３節職員手当等に関連して質問させていただきま

す。 
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 グループ制をとりまして、グループリーダーとして主幹と総括主査を置いておりますが、

職員手当支給と１６ページの管理職手当の基本的な考え方の違いというのはどのようにな

っているのか、お聞きしたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 管理職手当につきましては、日頃の職務管理、それから土日も含めまして全体の管理に

従事する管理職に対して手当を支給しているところでございます。時間外勤務手当につき

ましては、当然時間外の勤務命令により従事した職員に対して時間外手当を支給している

ところでございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この総括主査の位置づけなのですが、私的にちょっと見ていますと、ちょっと中途半端

ではないかと思っている部分もありますが、制度的に今後もこの制度を継続していくのか

どうなのか、ちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の総括主査の質問の件でございますが、当然、総括主査については、グループの

グループリーダーとして今後も継続してまいりたいと考えております。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 グループ制度を導入して、ある程度一定期間が過ぎたのですが、この制度に対して町の

評価、それから職員自身の評価はどのように行っているのか。また、職員全体として高い

評価を得ているのか。その辺をお聞きしたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 
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 このグループ制度につきましては、平成２０年度から設置して実施しているところでご

ざいます。今年が５年目になりますので、これにつきましては今後の事務改善委員会等で

評価等を行ってまいりたいと考えております。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。なければ次に移ります。 

 ２項総務管理費・１目一般管理費、１６～１７ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 １７ページの１目一般管理費・１１節需用費についてお伺いします。不用額が３７０万

円ぐらいで、予算の４０％ぐらいが不用になっているのですが、多額な不用が生じた理由

は何ですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今、中身を精査しますので、少々お待ち願いたいと思います。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の需用費の不用額の件でございますが、この一般管理費につきましては、全体的

な需用費を計上している関係もございまして、当初の予算では８２４万円を予算しており

ましたが、結果的に消耗品が４８１万８,８２５円ということで、主な不用額の要因として

は消耗品でございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 最初から予算の過剰な計上があったのではないかと思うのですが、その辺どうですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の質問の件でございますが、予算についてはビタッとみた場合、仮に少額でもオ
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ーバーする場合に対応できない面もございますので、一般管理費等については、ある程度

想定する予算を含めまして計上しておりますので、結果的にこういう不用額が生じたとこ

ろでございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今の答弁を聞きますと、最初からわからないからこうなっているんだという話だと思う

のですが、そうであるならば、例えば１０％、１５％多いのであればわかるのですが、４

０％も多いというのは明らかに最初から多く見積もっているのではないかと捉えざるを得

ないのですよ。もう一度答弁願えますか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の質問の件でございますが、この一般管理費については消耗品等、特に年度中に

何があるかわからない状況でございますので、全体的に予算計上しておりますので、結果

的に不用額が生じましたが、ある程度大まかな予算として計上しているところでございま

す。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 であるならば、減額補正等の適切な措置を行う必要はなかったのですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 明らかに例えば年度途中で補正予算の時期で確定するものについては、当然減額措置等

を取ってまいりますが、こういう年度末までいかないとわからないもの等については、減

額措置は今のところ取っていないところでございます。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。なければ次に移ります。 

 ２目財産管理費、１７～１９ページ、３目地籍管理費、１９ページ、一括で審査願いま

す。 
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 池下委員。 

 

○池下委員 

 １８ページですが、２目財産管理費の１８節備品購入費についてお伺いしますが、これ

も先ほどと同様に不用額が予算額の９０％なんですよ。これは何でこんなことになってい

るのか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今ご質問のありました、備品購入費の不用額でございますが、ここにおきましても

役場と言うか、庁舎全体に係ります備品を当初で予算計上していて、壊れた場合に更新す

るとかという措置を取っておりますので、結果的にこの年度中には備品の交換と言うか、

新たな備品の購入がなかったことにより不用額が生じているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今の質問に関連するのですが、確かに年度末までいかないと結果がわからない部分では

補正の対象としないということはわかるのですが、それがどのぐらいになった時にという

部分をちょっと聞きたいのですが。 

 それとともに、予算を組んでいますから、そのことが十分達成できて、その工夫の中で

そうなったものなのかどうか、議会としても興味のある部分なのですが。達成されないま

まに、十分なことができないままにお金が残ってしまったという状況だとあまり芳しくな

いと思うのですが。そこら辺をお願いします。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今質問ありました、予算の組み方等の件でございますが、当然一般管理費、財産管

理費等につきましては、町全体の例えば消耗品とか備品等に対応するため、ある程度大ま

かな予算措置をしていて、何かあった場合はそこで対応しているところでございます。従

いまして、特に大きなことがなければ、決算として不用額が生じているところでございま

す。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 
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○勝又委員 

 僕が言っているのは、そういう部分で予算を組んでいるわけですから、一つの目的を持

った予算であるという形の中では、備品購入なども計画性に則った形でやっているのでは

ないかと。そうなった時に今回２００万の予算をみているわけで、その執行がされていな

いのはどうも納得できないのですが。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 備品購入費の執行の件でございますが、まず、予算要求時期に原課から備品の更新があ

がってきます。例えば何年経って耐用年数が過ぎていていつ壊れるかわからないからと、

予算要求があがってきます。その中でできるだけ我慢をさせて、ここで全体の備品の予算

を確保しておいて、壊れた場合に更新するという方法を取っておりますので、幸いその年

度中に壊れなければ、その予算が執行されないで今回みたく残る状況にあります。そうい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 申し訳ありませんが、今の答弁では私も納得いかない部分がありまして、この備品の関

係については補正などの方法は取ってはだめだという捉え方でよろしいのでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 当然、大規模な例えばボイラーとかにつきましては、補正等を基本としておりますが、

小規模の例えばプリンターの少額の物等につきましては、この中で対応しているところで

ございます。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 少額のプリンターだとかいろんな物が出てきた時に、総額が大きくなった時にはそれは

補正でとれないのですか。 
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○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 壊れる時期等によりますが、少額の物が壊れる時期が必ずしも一定でございませんので、

その都度となりますので、そういう場合に瞬時に対応するためにここで予算措置をして対

応しているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 納得できない部分があるわけでありまして、とりあえず壊れるから多めに予算を取って

おくかと。壊れなかったから良かったねという話ではないはずだと。計画的な中で進めて

いく。それから、必要な分については補正を組んでいただく。金額の少ない部分について

は当然、議会を通らなくてもできるはずです。そこら辺のきめ細かな計画性を持って進め

ていただければと思いますし、どうせ手を挙げたついでで、この関係についてもう１点、

土地開発基金の１万８千何がし、林野基金９千何がしという部分で、金額は少ないのです

がこの辺の意味合いを教えていただければと思います。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の積立金のご質問でございますが、林野基金積立金と土地開発基金積立金につき

ましては、林野基金と土地開発基金の利息をさらに予算措置して積立てているものでござ

います。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 これについては、別に規約があって、これだけしなければならないという話ではないの

かと理解するのですが。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 これについては規約等はございませんが、土地開発基金から生じる利息、林野基金から
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生じる利息、この利息をそれぞれの基金に積立を行っているものでございます。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 この基金については、いくらまで貯めなければならないという単年度の計画があるので

しょうか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 いくらまで貯めるという計画はございません。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 それではあえて入れるという意味合いはないと理解してよろしいのでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の件でございますが、基本的に基金から生じた利息については、その基金に積立

を行っているところでございます。これは利息の積立でございます。 

 

○澤田委員長 

 他になければ次に移ります。 

 ４目広報費、１９ページ、５目自治振興費、１９～２０ページ、一括審査願います。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 １９ページ、４目広報費の中の１３節委託料についてお伺いします。通常ホームページ

の更新についての管理はどのように行われているのか、お伺いしたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 
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○総務課長 

 ただ今のホームページの管理のご質問でございますが、ホームページサイトについては

管理委託している部分もございます。ただ、基本的にはホームページはそれぞれ新しい情

報等については、担当のほうで情報の更新を行っているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 最近は多少更新は進んでいるのですが、平成２３年度中については全く更新がされない

という状況があったのですが、この具体的な理由は何なのですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ちょっと詳細を確認してみないとその内容はわかりかねるのですが、基本的には速やか

に町民の方に見やすいように更新等をやってまいりたいと考えております。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ホームページというのは町民と情報の共有というのは、住民協働の原点だと思うのです

が、町のホームページばかりでなく、焼酎のホームページも更新が遅れているように思う

のですが、基本的に管理運営の見直しが必要ではないかと思うのですが、担当課としてど

う思いますか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ホームページの管理の関係については、総務課が全体的に配慮した中で、今後更新など

も含めまして速やかに対応するように対応してまいりたいと考えております。 

 

○澤田委員長 

 他になければ次に移ります。 

 ６目交通安全対策費、２０ページ、７目防災対策費、２０～２１ページ、一括審査願い

ます。 

 池下委員。 
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○池下委員 

 ２０ページ、７目防災対策費について、１９節の負担金補助及び交付金のところですが、

網走地方山岳遭難防止対策協議会の負担金に関連してなのですが、清里町においての山岳

遭難救助組織の体制は、今はどのようになっているのですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 この網走地方遭対協の関係でございますが、管内的には網走地方山岳遭難防止対策協議

会がございまして、斜里町、小清水町、清里町、羅臼町で斜里地域山岳遭難対策協議会を

構成しているところでございます。清里の隊員等につきましても、ここに登録されている

ところでございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 それではお聞きしますが、具体的に斜里岳で遭難もしくは負傷事故があった場合、遭難

防止対策協議会と消防、警察の役割分担というのは、日常的に連絡体制はしっかり取れて

いるのでしょうか。その辺いかがですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 斜里岳の遭難等の場合でございますが、１番最初に斜里警察が対応いたします。そして、

斜里警察から斜里地域の遭対協に、必要があれば救助隊員の派遣を要請するものでござい

ます。こういう体制の中で救助活動が行われておりますが、斜里岳の場合はどうしても山

が険しい関係もございますので、基本的には斜里警察が道警のヘリを依頼する場合が１番

多いかと感じているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ざっくばらんに聞きますが、清里の消防は一切上がらないということで解釈して良いで

すか。 
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○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 基本的には消防は上がらないということでございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 と言うことは、山小屋までしか行かないと捉えて良いのかな。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 基本的には救急車等の対応も含めて、山小屋までということでご理解いただきたいと思

います。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 確か何年か前だったかと思うのですが、斜里岳登山をしている最中に滑落して、清里町

の消防隊員が確か５名か６名上がって救助をしたという話を聞きましたが、じゃあ今は、

そういう態勢は取っていないと捉えて良いですね。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 この件につきましては、以前から斜里警察署と清里分署の中において、山岳救助の場合

については消防は山小屋までという申合せ事項がございます。ただ、斜里警察署も署長等

が代わっていることもございますが、基本的にそういうことで進んでいるところでござい

ます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 
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 では、ちょっと意地悪な質問かもしれないですが、山小屋から５０メートル上の所で事

故があっても行かないということですか。わざわざ斜里警察署に連絡をして、そういう態

勢が整わない限り行かないと理解して良いのですね。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 救助の関係でございますが、基本的には斜里警察署の対応です。ですから当然、斜里警

察署がその場合でも対応するものと思われます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 そういう体制が取れているのは理解できます。ただ、目の前にけが人がいるのに、それ

でも消防職員は助けないのですかと。私はちょっと人間的におかしくないかと思うのです

が。 

 

○澤田委員長 

 副町長。 

 

○副町長 

 意地悪な質問にお答えいたしますが、そういう場合は臨機応変にできるかと思いますし、

今、総務課長が答えた関係は原則論であります。ただ、この間も滑落の事故がありまして、

基本的には総務課長が言ったように警察に連絡がいきますので警察が行くというのは基本

でありまして、警察が対応できない場合に遭対協に協力を願うということでございます。

また、遭対協も今、高齢化になっておりまして、なかなか難しい部分もあるというのも現

実でございます。この間も斜里の本部と個人的なお話をさせていただいたのですが、やは

り消防としては救急、いわゆるけがをしているとわかれば行きたいというのが本音だと思

います。ただ、うちの町につきましては、そういう装備も用意しておりませんし、過去に

は遭対協のメンバーもいましたから装備もあったという、過去とはちょっと違うケースな

のですが、今後もう一度、斜里とうちと消防と含めまして話合いをして、どこまで救急と

して協力できるか、その辺も話合いをしたいということで申合せをしているところでござ

います。また結果が出ましたら皆さんにお知らせをして、体制を整えていきたいと考えて

ございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 他になければ、次に移ります。 

 ８目町有林管理費、２１ページ。 
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 村島委員。 

 

○村島委員 

 町有林管理費の１３節委託料、この金額うんぬんではなくて、整備委託料という形で出

ておりますが、この内容について、どういうことをやって整備しているのかを伺いたいと

思います。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 町有林整備委託料の１２万６千円につきましては、青葉町有林林道並びに江南町有林林

道の草刈りを行っているものでございます。その工事を委託して行ったものでございます。 

 

○澤田委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 今、２カ所出されましたが、草刈りだけですか。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 江南、青葉ともに草刈りのみです。青葉町有林につきましては林道延長３,４００メート

ルでございます。 

 

○澤田委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 １５節の工事請負費の中身についてお聞きしたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 町有林管理工事請負費の３８３万１,６２９円の内訳でございますが、江南町有林の新植

事業０．５８ヘクタール、江南町有林の下刈事業１．４８ヘクタール、向陽町有林の間伐

事業１２ヘクタール、神威町有林の間伐事業０．９５ヘクタールに係る工事請負費でござ
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います。 

 

○澤田委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 この工事請負の間伐事業について、間伐した材料については収入になっているのか、ど

うなのでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 立木売払収入ということで収入を計上してございます。神威町有林の間伐事業につきま

しては金額で６万１,８４５円、向陽町有林の間伐事業につきましては２６５万２,１６０円、

合わせまして２７１万４,００５円を立木売払収入として計上しております。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。なければ次に移ります。 

 ９目支所及び出張所費、２１ページ、１０目札弦センター費、２１～２２ページ、１目

緑センター費、２２ページ、一括審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 １２目顕彰費、２２～２３ページ、１３目報酬等審議会費、２３ページ、一括審査願い

ます。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 １４目職員福利厚生費、２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 １５目総合庁舎管理費、２３～２４ページ、１６目行政情報システム管理費、２４～２

５ページ、一括審査願います。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 １６目の１３節委託料の中の光ファイバー保守委託料のところで１１８万の金額が計上

されていますが、これはどのような保守点検委託料なのか、お聞きしたいと思います。 
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○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今のご質問の光ファイバー保守委託料でございますが、これにつきましては地域情

報基盤の保守委託料ということで、ＮＴＴの基盤を使用している所がございますのでこの

保守委託料と、それから回線の途中にＮＴＴのボックス、ＩＲＵ通信機器を設置してござ

いますがこれの保守、あともう１つは札弦町にＮＴＴの収容機器設備がございます。ここ

に設置しております保守委託、合わせまして１１８万９９０円でございます。 

 

○澤田委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 マイクロファイバー自体の保守点検の計上ではなくて、その連携の部分の機器の保守点

検と捉えてよろしいでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 保守点検につきましては、ＮＴＴの基盤等を使っている部分の保守点検ということで、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の説明で十分わかりました。ただ、僕が１点お聞きしたいのは、その光ファイバーの

線が配線されているのですが、場所によってはかなり道路から距離感がないという光ファ

イバーの配線の所が多々見受けられるので、その部分でそういう形で保守点検も兼ねて実

施しているのかと思ったので、今質問させていただきました。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今のご質問で、道路から距離感がないというのは、高さのことでしょうか。高さは一応

５メートル以上で設置しておりますが、取付道路等でどうしても農作物の作業車等に支障
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が出る場合については、その都度協議して対応してまいりたいと考えております。そうい

うことでご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 わかりました。協議してください。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。なければ次に移ります。 

 １７目管内町村公平委員会費、２４～２５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 ここで説明員が交代します。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 それでは再開いたします。 

 ３項開発促進費・１目企画振興費、２６～２７ページ、２目土地利用計画費、２７ペー

ジ、一括審査願います。 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 企画振興の中の、先ほどから出ています委託料で見えてこない部分がありまして、質問

させていただきたいと思います。グランドデザイン策定業務委託料で約２００万出ている

部分でありますが、この中身について私は印刷代かと思ったのですが、何か違うような感

じなので、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 このグランドデザインの委託料につきましては、総合計画をもとに図式化したものでご

ざいまして、これにつきましては、業者委託の方法を取っているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 
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 業者にどの部分の何を委託しているのか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 総合計画をもとにいたしまして、それを図式化するということで、当然デザイン、写真

等含めまして全体的な委託でございます。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 そうすると、あの本を作っていただいたと理解してよろしいでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 デザイン、写真等含めまして、本の冊子まで含めた全体委託でございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ２６ページ、企画振興費の１１節需用費について、食糧費が１００万円を超えているの

ですが、主な内容と内訳はどのようになっていますか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 食糧費の内訳でございますが、まず１点目は、昨年３月１１日に発生いたしました東日

本大震災に伴います、清里町から古殿町への支援として清里の水を３千本、額にいたしま

して２２万７千円。併せまして、オホーツク管内で「絆プロジェクト」という組織がござ

いまして、ここへ支援物資の提供ということで、地元産のクッキーを５万円相当出してお

ります。それから、町で焼酎等を購入しております。主な内容はそのような内容でござい

ます。 

 

○澤田委員長 
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 池下委員。 

 

○池下委員 

 本来的に企画振興費で計上される範囲はどのぐらいの範囲なのか、お聞きしたいのです

が。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ここの予算科目につきましては、町の振興と言うか、企画部門、地域振興、それらを網

羅した予算となっておりますので、地域振興等を含めた予算措置となってございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 地域振興等ということですが、具体的な金額はないのですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 この予算科目につきましては、具体的に予算を積み上げて予算内で執行しているところ

でございます。 

 

○澤田委員長 

 他になければ、次に移ります。 

 ３目花と緑と交流のまちづくり事業費、２７～２８ページ。 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 花と緑と交流のまちづくりは、継続的に何十年もやっておられるのは承知しております

が、この委託料の中で設置で８０万何がしと出ておりますが、これはどなた様にやらせて

いるのか、伺いたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 
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 花壇設置等業務委託料の８６万１千円の内訳でございますが、町内の花緑看板の撤去や

冬囲い事業、さらには緑の植栽事業、江南のさくらの山の草刈り事業、花壇の整備業務、

植樹祭に係る穴掘りなど、シルバーに業務を委託し実施した経費でございます。 

 

○澤田委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 これは毎年こうなっているのですか。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 例年、シルバーを中心にこのような事業については業務委託をしてきているところでご

ざいます。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 １３節の委託料、今、村島さんも質問がありましたが、ちょっと関連しますが、この花

壇の関係の設置で主要な施策の成果説明の中に、プランターの設置９０個、花壇設置８０

箇所と出ているわけなんですが、プランターの関係は過去に造って、それらもまだ使える

状況かなと。毎年何個かの補修ぐらいはあるのかなと思いますが、そこら辺については決

算の中のどこに出てくるのか。需用費の消耗品の辺りに出てくるのか。 

 それともう１つ、プランターはもう何年も使っているのですが、造った時に入札とかで

業者を選定してプランターを造ってもらっている経緯があるのか。その辺をお聞きしたい

と思います。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 まず１点目の、プランター等の修繕についての経費でございますが、この辺につきまし

ては１１節の需用費の中の修繕料などで対応しております。 

 それから２点目の、当初造った時の部分でございますが、野村興業さんとかで造ってい

る部分がありますので、見積合わせ等で発注をして製作をしております。それから設置費

につきましては、大型のプランターもありますので、それらにつきましては機械借上料で

行っているところでございます。 
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○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 なぜそんなことを聞くかと言うと、機動力だとかそういうこともありますが、今、町で

取り組んでいる花緑事業も約１０年ぐらいなりますか。そんな中でプランターとかの設置

となった時に、一個人企業の名前が出ましたが、他にも木材関係で取り扱っているような

所がありますから、この事業に絡んでいろんな形で恩恵が受けられるような形のものも当

然、考えていっていただきたいと感じるので、質問した次第です。 

 

○澤田委員長 

 答弁はよろしいですか。 

 

○勝又委員 

 いいです。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ２７ページ、１５節工事請負費の関係であります。さくらの山の整備ということで工事

請負費が計上されておりますが、この請負業務内容についてお知らせ願います。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 江南のさくらの山は平成２３年度から植樹祭を行っているところでございますが、本年

度から植樹をしております所には伐採木などがありまして、笹も深いことから、伐採木の

除去並びに草刈りなどをしまして、平成２４年度以降の植樹ができる地ごしらえというこ

とで、さくらの山の草刈り、伐採木除去工事を工事請負費で実施したものでございます。 

 

○澤田委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 現況の中でさくらの山の斜面に植樹した木が枯死している桜も現状の中では散見される

実態があるのですが、どのぐらいの植樹を今後継続して考えておられるのか。これからの
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植樹もやはり花と緑の中の一環の事業として捉えるのであるならば、どのような形でそう

いう方向性を見出して今後展開するのか。ちょっとわかりませんが、枯れている部分に対

しての保守と言うか、チェック機能は現実どうなっているのか、ちょっと確認したいので

すが。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 平成２３年度の植樹した本数につきましては、エゾヤマザクラ、イタヤカエデ、ヤマモ

ミジ合わせて１３０本でございます。植樹する所、向かいまして階段がありますが、２３

年、２４年につきましては階段の向かって左側のほうに植樹したところでございますが、

今後４年計画で、階段の右側斜面のほうに今後植えていく計画でございます。面積にしま

して約１．５ヘクタールございますが、その部分を先ほど説明しました工事請負費で伐採

木の除去や草刈りをしましたので、来年以降はそちらのほうに植樹を計画的にしてまいり

たいと思っております。 

 それから、江南のさくらの山につきましては、早い時期にも植樹をした所がございまし

て、皆様ご存じのとおり１０センチぐらいになっている所もあります。一部枯れている所

もありますが、本年度、和楽さんという植木屋さんに状況を確認してみていただいたとこ

ろ、当初植えている時は多少枯れることなども見越して、多少短めに植えているので、逆

に少し淘汰された状態で今後育つということで、今の状態でよろしいのではないかという

見解もいただいておりますので、そのような形の中で江南のさくらの山整備を進めてまい

りたいと思っております。 

 

○澤田委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の説明で捉えるのであれば、補植は考えていないと捉えてよろしいですね。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 現時点においては補植は考えてございません。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 
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 ２７ページ、花と緑と交流のまちづくり事業の中で、１９節の負担金補助及び交付金の

部分なのですが、国内交流関係で主要な成果の資料があるのですが、埼玉県の鶴ヶ島への

派遣が７名、それから上越市は焼酎の物販となっておりますが、特に国内の他の都市との

交流については、あまりないのではないかということから、抜本的な見直しが必要になっ

てくるのではないかと思っています。と言うのは、今年の産業まつりを見ても、農協と佐

野市の梨の関係ぐらいで、あまり相互交流がないのかなと。途絶えた状況になっているの

ではないかとは思うのですが、事業評価と相互交流が今途絶えている理由というのは何か

あるのでしょうか。ちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 鶴ヶ島市との交流につきましては、平成８年から継続をしているものでございまして、

鶴ヶ島市という町は東京から２時間ぐらいでベッドタウンのような所で、昔は田園地帯だ

った所で野菜とか柿類を中心として、当時若い奥さん方が積極的に野菜や柿に取り組んで

きて成長している町だったこともあって、清里町との交流が始まっております。昨年など

は清里町からは、特産品でありますじゃがいもやかぼちゃや焼酎などを持って行きながら、

向こうとの交流を図りながら物産展を実施してきている経過にございます。ただ、なかな

か向こうから来ていただく回数が少ないという課題もございますが、清里町の商品を向こ

うに持って行って、向こうの方々の清里町出身者なども多く鶴ヶ島市の物産展に来ていた

だきまして、北海道清里の焼酎はおいしいという好評も得ておりますので、今後もう少し

続けてまいりたいと、このように考えてございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、私が聞いたのは鶴ヶ島のそういう話ではなく、他の都市との交流はどうなんでしょ

うかという話を聞いたのですが、その辺もう一度お願いします。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 清里町としましては、町以外では農産物の交流ということで、栃木県の佐野市とのいち

ごリレーの交流がございます。以前は新潟県の清里村との交流もしておりましたが、合併

後、清里村との交流は中止となっております。以上です。 

 

○澤田委員長 
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 池下委員。 

 

○池下委員 

 何か違う答弁が返ってきたような気がしますが、そのことに関しては私が直接、あとで

課に行ってもう一度ゆっくり話したいと思います。 

 花と緑と交流のまちづくりについては、町民サイドの委員会がありまして、町との協働

事業でやっていると私も捉えておりますが、毎年事業の評価や見直しについて、しっかり

と議論が行われているのかなと思うのですが、その辺いかがですか。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 例年、この事業を始めるにあたりまして、年度初めに花緑実行委員会というのが組織さ

れておりますので、そこで前年の課題とか評価をした上で、新しい年度の事業展開を計画

しているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。なければ次に移ります。 

 ４項徴税費・１目徴税費、２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 ５項戸籍住民登録費・１目戸籍住民登録費、２８～２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 ６項選挙費・１目選挙管理委員会費、２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 ２目知事道議会議員選挙費、２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 ３目町長町議会議員選挙費、２９～３０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 ７項統計調査費・１目各種統計調査費、３０ページ。 



39 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 ８項監査委員費・１目監査委員費、３０～３１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 なければ次に移ります。 

 ９項地域振興費・２目地域活性化交付金事業費、３１ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ３１ページ、地域活性化交付金事業費の１５節工事請負費でありますが、これは繰越事

業での実施と理解しますが、具体的な工事内容はどうなっているのですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の工事請負費の関係でございますが、内容といたしましては平成２２年度繰越事

業といたしまして、町民会館の駐車場の工事が２,１８０万円、それと生涯学習総合センタ

ーの熱源改修工事２７０万９千円でございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この資料を見ますと２千万以上の事業なんです。そして、決算資料として主要な施策の

成果を説明する資料が提出されておりますが、２千万を超える事業なのにこちらに記載さ

れていないのですよ。これは説明資料に記載する基準というのがあるのですか。その辺聞

きたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 主な施策に搭載する基準でございますが、これについては特に基準等はございませんが、

事業内容で判断し、必要なものは搭載しているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 私の経験不足かもしれませんが、全般的にこの主要な施策の説明資料が大ざっぱにしか

出ていないんですよね。この項目だけでなく。内容の記載が簡潔すぎて、私はあまりわか

らないところもあるのですが、説明内容はこれで十分だと課長は思いますか。どうですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 主な施策の内容でございますが、従来に沿った形で進めてまいりましたが、必要があれ

ば見直し等を考えていきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。ないようですので、説明員が交代となります。 

 ここで昼食のため、１時まで休憩とします。 

                             休憩 午前１１時３５分 

                             再開 午後 １時００分 

○澤田委員長 

 午前に引き続き、委員会を再開します。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費、３１～３２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２目障害者自立支援費、３２～３３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ３目福祉サービス事業費、３４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ４目老人福祉費、３４～３５ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ３４ページ、４目老人福祉費の１３節委託料についてお伺いします。高齢者緊急情報セ

ンター業務委託料に関連して、最近は北海道内において、高齢者や障害者の孤独死が社会

問題化されておりますが、清里町における行政としての見守り体制は今どのように整備さ

れているのか、お伺いしたいのですが。 
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○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 高齢者、障害者等の見守りにつきましては、緊急通報システムがあります。電話回線を

利用いたしまして、緊急の時には緊急のボタン、あるいは相談事がある場合は相談という

ボタンがありまして、それを押すと札幌にあります健康づくり財団という所にオペレータ

ーセンターがございまして、そちらにつながって、オペレーターが状況を確認し、必要が

あれば救急隊を呼ぶ。あるいは相談であればあらかじめ登録されている相談員のところに

つなぐと。あるいはその場で解決するということも当然ございますが、そういうことで、

緊急通報システムというものを事業規模としては５０台ですが、現在は施設入所等があり

まして、ちょうど４０ちょっとが設置されています。 

 もう一つは、水道安否確認システムです。これは水道のメーター検針の遠隔化の機能を

利用いたしまして、ご希望のある方について水道の使用料を確認し、２４時間以上水道の

使用がない場合、釧路の事業所より町のほうにファックスで使用がありませんということ

で連絡が入ることになっております。町の担当者が随時確認をするということで、こちら

が確か８０数件、今現在の運用になってございます。その他に社会福祉協議会に委託をい

たしまして、訪問サービスということで日頃の生活の状態などを確認すると。それ以外の

介護サービスを受けている方は、ヘルパーの訪問等がありますし、ケアマネージャーがひ

と月に１度はケアプランの作成に訪問もいたしております。それ以外にも社会福祉協議会

で行われている年末の慰問、あるいは３月に行います民生児童委員が温泉施設のご協力に

よりまして、高齢者の無料入浴券をいただいておりますので、それを持って様子を伺うと

いった事業を行ってございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 このような情報社会になりますと、機器に頼る監視見守りシステムというのがよく話題

になっているのですが、清里町のような人口がわずか４５００人を割るような町では民生

児童委員とか社会福祉協議会、また自治会だけでなく、もっと多様な地域社会全体での見

守り方というのが仕組みとして必要とされるのではないかと思うのですが、その辺はどう

ですか。 

 

○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 今おっしゃられているのは、ご近所でのということかと思いますが、見守りの必要な方
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につきましては、毎年秋に災害弱者名簿というものを整備いたしまして、独居高齢者、独

居障害者、あるいは高齢者世帯で必要であれば当然入るわけですが、ピックアップしまし

て、見守り体制を作るということで。そういう方については日頃より、自治会ともこれは

連携をとってやっておりますので、日頃より心がけていただくということで、こういった

事業もやってございます。将来に向かって、もっといい見守り、地域一体となった見守り

がもちろん構築されていくのが望まれておりますので、勉強していきたいと存じます。 

 

○澤田委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 我が町には老人介護福祉施設と言いますか、特養と老人施設と２ヶ所あるわけですが、

私もいろいろ住民の方に言われるわけですが、入所の希望が大変多いわけでありまして、

その中で申し込んでも７０人待ちだとか１００人待ちだとか、そういう話が度々聞こえる

わけなのですが、そこら辺の実態というのはどうなっているのか。それと、どうしても必

要で入所できない方の対応については、どのような対応をなされているのか。そこら辺を

お聞きしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 我が町には特別養護老人ホーム清楽園と介護老人保健施設きよさとの２つの施設を有し

ておりますが、特養につきましては定員６０名でございまして、老健きよさとについては

７０名と。その中で現在の待機者でございますが、特養については１３６名、老健きよさ

とについては１１８名、これは待機者全部でございまして、清里町の方となりますと、清

楽園が４７名、老健きよさとが４３名になってございます。ただ、入所にあたりましては、

待機順番の早い順ということではございませんで、その人の身体の状態、介護度、あるい

はおかれている介護環境等を考えて優先度合いを考える。あるいは、受け入れる側の施設

の状況にもよります。男性と女性が同じ部屋ということはございませんし、個室であれば

問題はないですが、多床室もございますので、その辺の組み合わせ等も受け入れる側は検

討していかなければならないですし、介護レベルによって認知の高い方と、身体的には介

護が必要だけれども認知的には問題がない方が一緒というのもなかなかうまく続かないと

いうこともありますので、そういうようなことを勘案して入所者を決めていくところであ

ります。その４０数人の中においても、全て急を要しているかと言うとそうでもございま

せん。療養病床に入院をされている方は、国としては療養病床をなくしていこうというこ

とが現にありますので、その中で施設に対しての待機をしている方もございましょうし、

退院を迫られていて家ではちょっと辛いという方もあると思います。その時にどうなのか

ということが、ご質問のもう１点かと思いますが、そういった場合は一旦自宅へ戻られた

上で、ショートステイをうまく活用していただくことで、今のところは解決できておりま
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す。ショートステイがかなり長い使い方にはなりますが、そこのところでもって介護をし

ていただいて、特養あるいは老健の空きを待つことになろうかと思います。私が認識して

いるところでは、全く介護の手がなくて困ったというところは把握しておりません。お困

りだとは思いますが、何とかしのいでいただいていると認識しております。 

 

○澤田委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 空きがなくて入所ができない方が４０数名いると。そういった中でショートステイだと

か訪問看護だとか、いろんな部分での対処をしている。自分の身の回りのことができない

ような方は今のところいないということも聞いて、少し安心しています。 

 清里の場合もそうですが、他町村においてもたぶん入所はなかなか難しいと思うのです

が、救急を要する場合については、他町村の施設に申し込めるのか。そういう方法がある

のか。そこら辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 介護保険施設につきましては、地域密着型と言われるような新しい制度が最近生まれて

いますが、そういうものを除いては広域での運用になりますので、例えば清楽園に沖縄の

方が申し込むことも可能です。ですからその逆もあるわけで、どこの施設に申し込んでい

ただいても構いません。現に老健きよさとの１１８人の申込者のうち、１番多いのは斜里

町の５１人です。それから清楽園の１３６人のうち、１番多いのは６５人の斜里町の方で

す。現に斜里町の方、小清水町の方もそれぞれの施設に多く入所されておりますし、どの

町に入所されても構いません。清里の方も３人ほど町外の特養に入所されている方もいら

っしゃいますし、あるいは老健施設であれば、網走のあるかさるなどに入所して、特養、

市の老健に入所されるというケースもございますので、介護老人保健施設は利用者と施設

の個人的な私的な契約となりますので、申し込んでいただくのは全く問題はありません。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今の田中委員の質問に関連しているのですが、特養に４７名、老健きよさとに４３名と

いう数字をいただいたのですが、清里の場合、この人たちの要介護認定の数字は、例えば

２の人もいるだろうし、３の人もいるのでしょうが、４とか５の人も待機している実態は

あるのですか。その辺の数字的なものを教えてもらいたいのですが。 
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○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 申し訳ございません。待機者の介護度については、集計は行ってございません。ただ、

待機者の中には病院に入院中の方もいらっしゃると思いますので、５の方も４の方もいら

っしゃる可能性は十分にあると認識しております。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。ないようですので、次に移ります。 

 ５目地域包括支援センター費、３５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ６目国民年金事務費、３５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２項児童福祉費・１目児童母子福祉費、３５～３６ページ。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 参考までに、１９節負担金補助及び交付金の斜里地域子ども通園センター通園費補助、

あるいは斜里地域子ども通園センター運営費負担金ということで計上されておりますが、

全体で通園している児童数、当町における通園児童数などをお知らせしていただきたいの

ですが。 

 

○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 斜里地域子ども通園センターへ清里町より通園している児童の数ですが、平成２３年度

においては７名の児童が通園してございます。 

 

○澤田委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 全体ではどのくらいですか。 
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○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 手元の資料では実人員では資料がございませんので、延べ人員で申し上げます。先ほど

の７名のところでいけば清里町は６４という延べ人員でございます。小清水が１０７、斜

里が３２６となってございます。 

 

○澤田委員長 

 他にないようですので、次に移ります。 

 ２目保育所費、３６～３７ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ３６ページ、２目保育所費全般についてお伺いしたいのですが、すでに新栄保育所が廃

止されまして、緑についても今は休止状態、札弦保育所についても入所児の将来見込みが

極めて厳しいと見ています。また、施設も相当老朽化をしていると。加えて保育士につい

ても正職の人数が限られて、ここ数年のうちに退職者も見込まれております。こうした現

状を考えた時に、保育の内容を維持するためも、幼保一体化の前に保育所自体の統合が早

期に必要と考えますが、町は新町長に代わってから保育所の統合及び幼保一体化について、

何らかの検討または協議を行ってきたのか。また、これから先、具体的な検討はどうして

いくのかを、少しお伺いしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 保育所の今後のあり方につきましては、この３月に総合こども園の構想がなくなりまし

て、また認定こども園ということになりましたので、ちょっと方向が変わってしまったの

ですが、総合こども園ということであれば、１０年後には保育所は総合こども園に移行せ

ねばならないということでしたので、当然それに向けての検討を加えておりました。また、

認定こども園になってから、さらに従来の認定こども園なのか、もう一歩進んだものなの

かが一向に見えてきておりませんが、認定こども園となれば、うちは民間の幼稚園と公立

の保育所があるところですから、双方で将来に向かってどう考えるかという合意がなされ

なければできないところですが、一方で保育所については、札弦は当然存続を考えてござ

いますし、清里についても今後定年退職者を迎えるところですが、必要な人員は措置して

保育所は存続をし続けながら、幼保一体化に向けて可能性を探っていきたいと考えており

ますし、検討は始めているところですが具体策についてはもうしばらくお待ちいただけれ

ばと存じます。 
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○澤田委員長 

 他にないようですので、次に移ります。 

 ３目子育て支援センター費、３７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ここで説明員が交代となります。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 それでは再開いたします。 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費、３７～３８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２目予防費、３８～３９ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 予防費の中の１３節委託料についてお伺いします。主要な施策の成果の資料を見ている

のですが、高齢者の肺炎球菌の部分で、計画が０で実績が８３人となっていますが、計画

と実績が違うというのはどういうことなのでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 高齢者肺炎球菌ワクチン接種につきましては、当初予算計上がなく、９月の議会で補正

をさせていただきました。その関係で０としてございます。 

 

○澤田委員長 

 他にないようですので、次に移ります。 

 ３目各種医療対策費、３９ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ３９ページ、３目各種医療対策費の２８節繰出金の部分なのですが、３月の補正で国保

繰出金について、高額医療費の伸びによるという説明を受けているのですが、繰出金増額

の理由はそれだけなのでしょうか。その辺ちょっとお伺いしたいのですが。 

 

○澤田委員長 



47 

 町民課長。 

 

○町民課長 

 池下議員のご質問でございますが、３月に２,８００万ということで医療費の伸びにより

まして総額補正をさせていただいたところでございますが、３月の専決補正におきまして、

その分の２,８００万につきましては戻しているという状況でございますので、その辺でご

理解をいただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 その時に質問させていただいたと思うのですが、町内と町外の医療機関別の医療費、こ

の実態についてわからないとされていたのですが、その後も町内・町外別の医療費の状況

はつかんでいないのでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長 

 今の池下議員のご質問でございますが、たぶんクリニックきよ里における受診の状況だ

と思います。１月～今現在までクリニックきよ里における受診につきましては約１,２９７

と。昨年度１年間、平成２３年度の１月～１２月までで約１,６６４でございましたので、

半年間でクリニックきよ里への受診が同じような数字になってきていると。特に、小学生

以下のお子様に関しましては、２３年度の１月～１２月まででございますが５件だったの

が、今年の１月～７月まででは８８件という形で、随分とクリニックきよ里をご利用され

ているのかなと考えてございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、クリニックきよ里の受診件数が増えているために、金額が増えていくという説明だ

と思うのですが、クリニックきよ里だけでなく、町外のほうの伸びはあまりないのでしょ

うか。その辺状況はつかめていないですか。 

 

○澤田委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長 



48 

 町外の医療費の伸びにつきましては、当然補正等もさせていただいた中でご説明したと

おり、医療費が全体的に伸びておりますので、町外の医療機関に対する受診も当然伸びて

きていると、私どもは認識をしているところでございます。そして、今お話させていただ

いたのは、町外に受診をしていた方々が、クリニックきよ里にも随分と受診をするように

なってきているというような状況でございます。 

 

○澤田委員長 

 他にないようですので、次に移ります。 

 ４目環境衛生費、３９～４０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ５目保健福祉総合センター費、４０～４１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、４１～４２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、ここで説明員が交代となります。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 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、４２～４３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２目農業振興費、４３～４４ページ。 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 １３節委託料の中に、気象観測保守点検業務委託が載ってございます。これは町内何カ

所なのか。それから何の機材を保守点検しているのかをお聞かせいただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 町内に６カ所のマメダスポイントがございます。場所につきましては、上斜里・羽衣・

江南・神威・緑・清泉の６カ所でございます。観測の内容につきましては、気温・湿度・
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降水量・降雪量・日照時間・風速・風力などとなっております。 

 

○澤田委員長 

 他にないようですので、次に移ります。 

 ３目畜産業費、４４ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ４４ページ、３目畜産業費、町営牧場全体の運営についてお聞きしたいのですが、閉鎖

しております青葉牧場や、江南牧場の一部使用していない場所の処理の先延ばしとなって

いるはずなのですが、いつの時点でこの方向性を決定していくのか。ちょっとお聞きした

いのですが。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 江南牧場の７牧区～１１牧区まで、面積にして約６０ヘクタールにつきましては、現在

使用していない状況にあります。この牧区の活用につきましては、現在検討中でございま

して、入牧頭数の状況、また現在使用しております６牧区までの草地改良等も行っている

中で、今後７牧区以降の牧区を使用しなくても十分牧場運営に支障がないという判断を今

検討しているところでございまして、最終的には本年度中にある程度結論を出しながら進

めてまいりたいと思っております。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 先の常任委員会でも少し質問させていただいた部分なのですが、今後も町営牧場は町の

直営で運営していくのか。他の町村でも見られるように農協への委託とか貸与とか、そう

いったことも積極的に検討するべき時期にきているのではないかと思うのですが、その辺

はいかがですか。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 現在においては町営牧場の管理運営を委託とかでやっていくという検討はなされており

ませんので、当分の間は直営で実施していくことになろうかと思いますが、来るべき時に

はそのようなことについても検討していかなければならないと思っております。 
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○澤田委員長 

 他にないようですので、次に移ります。 

 ４目農地開発事業費、４４～４５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ５目道営整備事業費、４５～４６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ６目清里地域資源活用交流促進施設費、４６ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この施設は、葬儀がおそらく主体となって使われていると思いますが、平成２３年度の

用途別使用実績があれば、教えていただきたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の質問の件でございますが、町民会館の利用の件につきましては延べ１６２件、

人数にいたしまして１万３,４５８人、そのうち葬儀については２０件でございます。そう

いうことでご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、葬儀について２０件で、全体で１６２件と。残りの１４２件はどういうことで使わ

れているのか。その辺はいかがですか。 

 

○澤田委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 残りで多いのは２階の研修室を会議で８５件、ホールにつきましては、例えば保育所で

したらお遊戯会当日。それから保育所の場合、何日も前から練習が入りますので、保育所

のお遊戯会の練習とか、町民顕彰式、４月１日の辞令交付、それから視察で大人数の場合
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については町民会館のホールを使っておりますし、そういうものが主だと思います。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。ないようですので、次に移ります。 

 ７目農山漁村活性化対策費、４６～４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２項林業費・１目林業振興費、２目自然保護対策費、４７～４８ページ、一括で審査願

います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、ここで説明員が交代となります。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 再開いたします。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、４８～４９ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ４８ページ、１目商工振興費・１９節負担金補助及び交付金についてお伺いします。商

工振興事業費補助の具体的な内容をお聞きしたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 商工振興補助事業といたしましては、カレンダーの作成、中元セール、納涼行事などの

商工振興補助、また地域振興補助対策事業といたしましては、イルミネーションの設置、

花緑交流事業、広域連携事業、じゃがいも踊り、にぎわいまつり、観光振興対策活性化対

策、プレミアム商品券などのそれぞれの事業に対しまして補助をしております。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、私が聞いたのは商工振興事業費補助の内訳を聞きたいと話したのですが、課長は今、

地域振興事業の施策のほうの話もされたのではないかと思いますが。 

 

○澤田委員長 
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 産業課長。 

 

○産業課長 

 繰り返しになりますが、商工振興事業費補助につきましては、先ほど説明いたしました

大きな項目でいきますと、商工振興補助と地域振興対策補助事業がございまして、詳細に

つきましては先ほど説明いたしました内容でございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 これが分かれているのは、なぜこういう形で分かれてしまっているのですか。全て一括

で入れても良いと思うのですが。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 商工振興事業補助という大きなくくりの中には、ただ今説明しましたような小さな事業

一つ一つに対しての事業費、そして補助金を計算しまして、総額５２０万を補助している

ものでございます。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 であるならば、主要な施策の成果の中に地域振興事業という項目はあるのですが、細部

の全然説明がなっていないんですよ。この資料は成果を説明する書類なんですよ。これは

ただ書いているだけではないですよね。いろいろな施策の成果を説明する資料なのに、た

だ地域振興事業としか書いていない。この冊子自体が、先ほど総務の所でも言いましたが、

本当に不親切。だって、これだけ見ても理解できないですよ。もう少しこういう資料を作

る時には親切丁寧な作り方をしてほしいと思います。 

 

○澤田委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 審議資料の４２ページには商工会補助事業についての明細は、説明書として添付をさせ

ていただいております。審議資料の４２ページの商工会補助事業についての説明は添付さ

せていただいているところでございますが、今、池下委員からのご質問のように、商工振
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興補助事業については、審議資料は付けてございませんが、内容的に審議資料に添付する

必要があるのではないかというご意見に対しましては、次回は検討させていただきたいと

思います。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。ないようですので、次に移ります。 

 ２目観光費、４９～５０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ３目オートキャンプ場費、５０～５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ４目江南パークゴルフ場費、５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、ここで説明員が交代となります。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 再開いたします。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費、５２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２目道路新設改良費、５２～５３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２項都市計画費・１目公園費、５３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ３項住宅費・１目住宅管理費５３～５４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２目住宅建設費、５４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 
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 なければここで説明員が交代となります。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 休憩中に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、５４～５５ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 消防費全般についてお伺いしますが、昨年９月の私の一般質問の中でも取り上げました

事項なのですが、消防職員の救急研修の実績についてお伺いしたい。町長より一般質問の

際は見直しを行う旨の答弁をいただきましたが、決算年度中の見直しによる研修実績。さ

らに、実績に基づく２４年度予算への反映。そして、今年度における研修計画はどのよう

になっているのか、お伺いしたいのですが。 

 

○澤田委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長 

 消防職員の病院研修の関係でございますが、本年より実施をする予定でございまして、

現在１１月から実施をするということで計画をし、病院側のほうと協議を進めている最中

でございます。以上です。 

 

○澤田委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この事案は私が質問したのは去年の９月なのですが、本年１１月から予定という答弁を

いただきましたが、この１年以上経つ間にできなかった理由があれば、教えていただきた

いと思います。 

 

○澤田委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長 

 ただ今のご質問でございますが、本年、消防学校に職員が２名、春と秋と参加をしてお

ります。現在、職員が１名参加している状況でございまして、その間職員がやはり減って

しまうものですから、職員が戻り次第実施をしたいということで、１１月からで協議を進

めているところでございます。 

 

○澤田委員長 
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 ないようですので、説明員を交代いたします。 

 ここで２時１５分まで休憩といたします。 

                             休憩 午後 １時５７分 

                             再開 午後 ２時１５分 

○澤田委員長 

 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

 ９款教育費・１項教育総務費・１目教育委員会費、５５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２目教育諸費、５５～５７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２項小学校費・１目学校管理費、２目教育振興費、５７～５９ページ。一括審査願いま

す。 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 学校管理費の中の委託料について、参考までにお聞きしたいわけでありますが、学校用

務委託料ということで約６００万載ってございます。これについて説明をお願いします。 

 

○澤田委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 ただ今ご質問のありました、学校用務業務委託料の関係につきましてお答えいたします。

この関係につきましては、清里小学校・光岳小学校・緑町小学校の用務業務を業者に委託

している委託料、３校分となります。以上でございます。 

 

○澤田委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 そうすると、毎年同じぐらいの金額でということで理解して良いのか。前年度８４０万

ちょっと出ている部分があるのですが、これについても説明をお願いします。 

 

○澤田委員長 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長 

 この関係につきましては、契約が長期継続契約で３カ年の契約を結ばせていただいてお

ります。昨年からの減につきましては、新栄・江南両小学校閉校に伴う減となっておりま

す。 

 

○澤田委員長 

 他にないようですので、次に移ります。 

 ３項中学校費・１目学校管理費、２目教育振興費、５９～６０ページ。一括審査願いま

す。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費、６０～６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ２目生涯教育費、６１ページ。 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 １９節の各種団体への補助の関係なのですが、この団体の補助の部分については毎年の

ように出されているわけなのですが、補助をして、補助がどのような実態で成果が上がっ

ているのかについては、各団体からいろんな形で実績報告の書類等を提出してもらってい

る経緯はあるのでしょうか。そこら辺をちょっと聞いておきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 団体補助の関係につきましてお答えいたします。団体補助含めまして、補助事業につき

ましては全て事業完了後における実績報告ということで提出をしていただいておりまして、

各団体におきましても各年度の決算状況について、毎年提出をしていただいているところ

でございます。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 決算の状況の報告をしてもらっているということで、そういう部分では十分有効に使わ

れていると捉えてよろしいかと思っておりますが、ただ、その事業に見合った金額だとは
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思いますが、その辺は十分事業量に合わせた、また内容に合わせた補助で、食い違いのな

いような状況で執行していただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 先ほど申し上げましたとおり、毎年事業の実績報告の中で決算内容を精査いたしまして、

例えば繰越金が過度にあるということですと、次年度の補助金にも影響いたしますし、そ

の使用の中身につきましても補助規則に則った以外の使用がないかどうかというところを

チェックしながら、補助しているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 他にないようですので、次に移ります。 

 ３目生涯学習総合センター費、６２～６３ページ。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 この中で生涯学習活動車運行業務委託料がありますが、この中身ですが、高齢者・社会

福祉、自治会、学校教育、社会教育、体育団体、町等とあるのですが、重複するかもしれ

ませんが、学校教育の運用の規定はどのような形で進めているのか、ちょっとお聞きした

いのですが。 

 

○澤田委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 各学校の利用におきましても、清里町生涯学習活動車運行規程の中で利用していただい

ているところでございますが、特に子供たちの行事等、小学校を含めまして、青少年の健

全育成ということで、学校等が利用する場合につきましては人数要件等を緩和して実施し

てございます。これは平成２３年度から実施しておりまして、例えば通常、一般の団体で

ありますと、１台につき１５名以上という利用の縛りがございますが、これを１台につき

概ね１０名以上ということで、特に小規模校に配慮する中、利用の促進、教育活動の促進

に寄与しているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 そういった意味で、ニーズの定数の削減と言うか、利用体系の中の変更はあったわけで
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すが、いろんなスポーツ大会等の参加等で、また教育関連のほうでは摘要している部分も

ございます。ただ、いろんな部分で中学校におかれる状況の中で、冠大会や中体連の補助

以外の部分、練習試合等やはりそれなりの負担金が発生していることも現実にあります。

でも、そこはこの学習活動車の利用となると、人数的な問題がありまして、なかなか大変

難しいということを理解しておりますが、小学校の部分、中学校の部分で、もう少し踏み

込んだ対応、もう少し進展性のある、子供たち、学生あるいは生徒たちの部活動だとかに

対して、車の運行の中で、適用ができるのであればもう少し加味した中で回数を増やして

いただけないかと、僕自身も思っていますし、そういう声が多々聞こえている部分もあり

ますので、もし可能であればその辺の配慮があればと思うのですが。 

 

○澤田委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育バスの各学校における利用につきましては、年度当初に町内３小学校並びに中

学校に、総体のキロ数を概ね割り振りをさせていただいております。その中で各学校が利

用されておりますが、特に中学校の関係になるかと思いますが、中学校につきましても学

校教育並びに部活動等全体におきまして、年間のキロ数の３千キロという目安の中でご利

用していただいておりまして、この中で内部の利用割り当てにつきましては、学校に委ね

ているのが実情でございます。前中委員がおっしゃっているとおり、中学校は部活動が盛

んでございますので、特に大会等の出場回数も多いかと思います。中体連の関係、公式の

大会につきましては、春の大会、新人戦、冬も含めまして、全て学校教育のほうでそのバ

スの措置をしているところでございますが、その冠の付かない部分につきましては、学校

の裁量の中で、また部活動のそれぞれの配分の中で利用していただいているというところ

でございます。従いまして、実績的に申し上げますと、昨年度の利用につきましても、総

体で学校に割り当てているキロ数につきましては、まだ余裕がある状況にございますので、

そういった全体の割り振りの中で、また学校とも協議して、その距離数につきましてでき

る限り、生徒の大会参加促進ということで今後協議してまいりたいと考えております。 

 

○澤田委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 １３節の委託料なのですが、音響の保守点検ということで出ていますが、音響で主に使

われるのが年に１回の文化祭なのですが、これが、使われる方がボランティアの方がやっ

ておられますが、機械が大変立派な機械なんですね。ここら辺にないぐらいの高価な機械

であると。私らも見ているのですが。それを操作する人がボランティアであると。結局文

化祭でその方々が何人もおられるのですが、実際私も歌わせてもらう機会があるわけです

が、例えばモニターから音が出てこない。やはりもう少し音響に関しては勉強しろと言う

ことではないですが、そういったミスが毎年繰り返してあるわけです。ボランティアに頼
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ってばかりいて、機械がすごく良い機械でありながら条件の良いところで歌えないという

結果なんですよ。ですから、今後もう少しボランティアのほうに何とか力を入れていただ

きたいと思うのですが、今後どのように考えておられるのでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 本町におきます学習センターを利用してのコンサートですとか、そういった芸術分野の

講演にあたりましては、ステージスタッフの皆様方のご協力をいただきながら運営をして

おります。また、教育委員会事務局職員につきましても、機器の操作につきましてできる

限り勉強する中やっているところでございます。また、機器の保守につきましては、年１

回必ず業者に委託し整備をしているところでございます。ただ今の委員ご指摘のような音

声不良等、そういったケースがあるとのことでございますので、ステージスタッフの方々

含めまして、昨年からプロの方をお招きして、照明・音響含めての機械操作の講習会も実

施しておりますので、ステージスタッフの皆様方とともに事務局職員も含めまして、研修

をし、できる限り良い環境の中で出演、講演をいただくように努め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。 

 

○澤田委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 私事で恐縮なのですが、私も２０周年、２５周年と学習センターを使わせていただいた

わけでありますが、私はプロを使います。プロの方を使ったら、プロの方からはすごく立

派な機械だと褒めていただいてありがたい話だったのですが、今の課長の話だと、そうい

うプロを呼んで指導されているということですから、今後もなお一層、その方々に勉強し

ていただくと言ったら語弊がありますが、やっていただきたいとお願いしておきたいと思

います。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。ないようですので、次に移ります。 

 ４目図書館費、６３～６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費、６４～６５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 
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 ２目清里トレーニングセンター費、６５～６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ３目町民プール費、６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ４目札弦トレーニングセンター費、６６～６７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ５目スキー場管理費、６７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 ６目学校給食センター費、６８～６９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に進みます。 

 １０款公債費・１項公債費・１目元金、２目利子、６９ページ。一括審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に移ります。 

 １１款予備費・１項予備費・１目予備費、６９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、ここで説明員が交代となります。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 それでは一般会計歳入の審査に入りたいと思います。 

 １款町税、１ページ。 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 町税の関係について、不能欠損額と収入未済額なのですが、若干増加の傾向にあるよう

に思う次第です。なかなかお金のことなので、とんでもなくきつい取り立てもできないか

なと思ったりもするのですが、そういう部分ではやはり真面目に納めている方に示しがつ

かないということもありますので、きちっと収納していただけるような形で、徴収はどの

ようにとられているのか、その辺をお聞きします。 
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○澤田委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長 

 ただ今のご質問でございますが、基本的には税の公平性という形をもちまして、徴収に

努めているところでございます。今年度の不能欠損につきましては、トータルで２６０万

何がしという形で、前年度に比べますと約２３０万ほど増となっております。これにつき

ましては、地方税法の定めに基づきまして処理をさせていただいたということでございま

す。なお、徴収にあたりましては、道とも連携を取りながら、滞納処分等も実施をしてい

るところでございます。財産、預金の調査、生命保険の調査等々を行いながら、適切に収

納事務に努めているところでございます。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 道のほうと連携を取りながら、徴収の努力はされているということで理解するところで

ございます。ただ、こういうことが他の使用料関係とか国保税とか他の税の関係もそうで

すが、いろんなことに影響を及ぼしていくという部分がありますから、職員の方も同じ町

民としてなかなか苦しい立場で対処していると思いますが、一つ努力のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長 

 ただ今、勝又委員からお話があったとおり、今後も徴収に努め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。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。なければ次に進みます。 

 ２款地方譲与税、１～２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に進みます。 

 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） 

○澤田委員長 
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 次に進みます。 

 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、２～３ページ。

一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 ９款地方交付税、３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １０款交通安全対策特別交付金、３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １１款分担金及び負担金、３～４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １２款使用料及び手数料、４～６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １３款国庫支出金、６～８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １４款道支出金、８～１０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １５款財産収入、１０～１１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １６款繰入金、１７款繰越金、１１ページ。一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １８款諸収入、１１～１３ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○澤田委員長 

 次に進みます。 

 １９款町債、１３～１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 ２０款寄附金、１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、次に進みます。 

 実質収支に関する調書、７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 次に進みます。 

 財産に関する調書（公有財産、物品、債権、基金）１～６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ここで説明員が交代となります。 

 以上で一般会計歳出・歳入の審査を終わりたいと思います。 

（暫時休憩） 

○澤田委員長 

 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、４～７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、歳入、１～３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、実質収支に関する調書、８ページ、財産に関する調書、９ページ。

一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、国民健康保険事業特別会計、歳出、５～１０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、歳入、１～４ページ。 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 先ほども町税のほうで質問したのですが、国保税の関係の収入未済額なり不能欠損額も
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結構大きいですよね。今、国保会計の関係では基金も底をついているという状況の中で、

片方で基金が底をついて会計もゆるくない状態の中で、この収入未済額なり不能欠損額が

ある。きちっと内容等を精査して徴収できるものはしていくという考え方に立って進まな

いと、ちょっと厳しい状況ではないかと感じるのですが。 

 

○澤田委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長 

 勝又委員のおっしゃるとおりでございます。不能欠損額につきましては、先ほどの町税

と同じでございます。地方税法に基づきまして今回処理をさせていただいているところで

ございます。ただ、ちなみに国保税の収納率で申しますと、管内でも高い収納率を誇って

ございます。また、繰越の収納につきましても前年度から比べますと本年度は２２．３７％

と、高い収納も示しておりますので、今後も適切な処理をしながら収納に努めてまいりた

いと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 努力はしてもらっているのですが、何と言うか、払えない状況という部分では、よくそ

の中身は検討されているだろうと思うのですが、先ほども町税のほうでも言いましたが、

真面目に納められている方にはきっと示しのつかないような状況だと思いますので、一つ

よろしくお願いしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長 

 先ほどの町税と同じでございます。財産の関係、預貯金、生命保険などを調査しながら、

収納に努めているところでございますので、町税も同じでございますが、税の公平性とい

うことも考慮しながら収納に努めてまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 他にないようですので、実質収支に関する調書、１１ページ、財産に関する調書、１２

ページ。一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、後期高齢者医療特別会計、歳出、３ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、歳入、１～２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、実質収支に関する調書、４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、簡易水道事業特別会計、歳出、３～５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、歳入、１～２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、実質収支に関する調書、６ページ、財産に関する調書、７ページ。

一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、農業集落排水事業特別会計、歳出、３～４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、歳入、１～２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、実質収支に関する調書、５ページ、財産に関する調書、６ページ。

一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、焼酎事業特別会計、歳出、２～４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、歳入、１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですので、実質収支に関する調書、５ページ、財産に関する調書、６ページ。

一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 ないようですが、特別会計全般にわたって質問漏れはございませんか。 

 勝又委員。 
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○勝又委員 

 質問漏れの時間を与えていただきましたので。後期高齢者の特別会計なのですが、僕も

認識がなくて聞くのですが、これは実際には広域連合にいく金を窓口として受けて、ただ

出しているだけで、特別会計を設けなければいけないものというのは、何か定められたも

のがあるのですか。ちょっとそれが聞きたくて。 

 

○澤田委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長 

 後期高齢者につきましては、おっしゃるとおり町で税を徴収して連合のほうに納入する

と。これはあくまで地方自治法等の定めに基づいて会計等を設置しておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 これを持ちまして、一般会計の歳入・歳出、特別会計の歳入・歳出に関しての各款ごと

の決算審査を終了させていただきます。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○澤田委員長 

 異議なしと認めます。 

 本日の会議はこれで終わることとしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 明日は午後１時３０分から会議を再開し、総括審査に移りたいと思います。ご苦労様で

した。 

 

（散会 午後 ３時００分） 
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平成２３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２４年 ９月１４日（金） 

  再 開   午後 １時３０分 

    閉  会   午後 ２時５６分 

 

 

○澤田委員長 

 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。 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 総括ということで、私のほうから質問したいと思います。 

 この度の決算審査特別委員会には多くの質問が寄せられ、多岐にわたる意見が述べられ、

対応にあたられました町当局の皆様には、心より敬意を表したいと思います。暑い３日間

でございましたが、決算審査のほうも総括を含めて終了ということになります。 

 私のほうからは総括として、櫛引町長の目指すまちづくりの考え方について何点かお伺

いしたいと思います。決算の関係の中身につきましては、十分に質問等も寄せられて論議

されたという見解の中で、大きく捉えた形の中で目指すまちづくりについて、考え方を聞

きたいと思います。 

 平成２３年度は、櫛引町長をはじめとする新体制のスタートした年であります。町長は

２つのまちづくりの基本方針と、それを実現するための具体的な５つの目標を掲げ、町政

執行に傾注されているところでございます。約１年半を経過しまして、公約の達成状況な

り手応えとして、どう捉えているのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 ただ今、勝又議員よりいただきました、まちづくりの考え方について、私自身１年半が

過ぎようといたしております。この間における取り組みの関係等含めて、私の気持ちを申

し上げたいと思います。 

 今、前段にありましたように、昨年の統一選挙で当選をさせていただきました。その時

に私の公約として掲げたメインスローガンといたしましては、「みんなで創る明日のふるさ

と」「町に活力とにぎわいを」と。これがメインスローガンであります。そして、２つの基

本目標を掲げました。その１点は「長寿時代を迎え、みんなで支え合う健康で安心して暮

らせるやさしい笑顔のあふれるまちづくり」これが１つであります。もう１つについては

「次代を担う子供たちがのびのびと育ち一人ひとりの夢や暮らしを大切にするまちづく

り」と、この２点が基本的な目標として掲げたところであります。また、その目標の到達

のために、５つの大きな目標を立ててございます。１つは「住民参加と協働・共創のまち
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づくり」であります。そして２つ目には「豊かで活力ある産業の振興」、そして３つ目には

「幸せが実感できる快適環境のまちづくり」、そして４つ目に「元気で健やかに暮らせるま

ちづくり」、最後には「夢を持ち豊かな心を育むまちづくり」ということで、この大きな５

つの目標を掲げて取り組んできたところでございます。この１年半、本当に早いようで長

いようでという複雑な気持ちであります。 

 昨年５月の就任でありました。早速就任してまず足元をということで、まず職場環境を

しっかり構築をしなければ、次の仕事に進めないというような思いから、職員との円卓会

議を中心にスタートしていったというのが実態でございます。その中でお互いの思い思い

の話を、私は私の気持ちを職員にぶつけましたし、職員のほうからはいろんなお話をいた

だきました。項目にすれば１００件以上にわたるようないろんな項目が出されております。

その中には将来性につながる大きな課題の話もありますし、当面する課題、目先の課題も

たくさんありました。それにその場で答えられるものについては答えながら、私の考え方

を含めてお話をさせていただいたというのが実態であります。その後、そうしたいろんな

課題を抱えながらも、いろんな施策について勉強させていただき、今すぐ取り組まなけれ

ばならないような施策については、６月の定例議会、また９月の定例議会、そして１２月

の議会で、議会の委員会とも十分相談をさせていただきながら、それぞれ取り組みをさせ

ていただいたところであります。６月に早速始めたというのは、町に何とか活力を、賑わ

いをという気持ちでありましたので、当然ご承知のようにここ数年来、市街地商店街での

れんを下ろすお店が随分と出てまいりました。そういうことで、何とか賑わいを戻さなけ

ればならない。一長一短にいけるような話ではありませんが、何とかそれに向けた下支え

の施策をということで、店舗等出店支援交付金事業、そして直接的商店ということではあ

りませんが、回り回った関連という形の中で、住宅リフォームの促進に係るリフォームの

支援事業もこの段階で打ち出させていただいたわけであります。 

 また、継続事業、そして新規として、私の町政になりますので、当初で計上していなか

ったたくさんの事業がありましたので、６月についてはそういうものも含めて提案をさせ

ていただいたところでございます。また、そうした中にも医療の関係の体制がどうもぎく

しゃくしていたということもございまして、それらの関係をまずいち早く、町民の安全安

心ということをつくっていかなければならないというようなことで、救急医療に対するそ

れらの支援の考え方も打ち出しながら、近隣の斜里または小清水、そして網走の病院群に

対しても支援を入れながら、救急体制を何とか引き受けてお手伝いをいただくという道筋

をつけたと思っている次第でもございます。 

 その間、さまざまな時代の要請に応えながら進めさせていただいたということでありま

して、たまたま国においても大きな動きがありました。と言いますのは、３月１１日の大

震災。今までその前にはそれぞれの政権の中で地域の活性化対策ということで、事業が展

開された部分もございました。きめ細かなインフラ整備のための交付金事業だとか、光を

そそぐ交付金事業だとか、いろいろありましたが、そういうやつの繰越事業として実施を

させていただいた事業も、かなりあったわけでありまして、そういうのも適時取り入れな

がら今日を迎えてきたということであります。 

 全体としては、第５次総合計画がちょうどスタートの年でありました。そこの構想と基

本方針、そして実施計画を一つ一つ検証しながら、すぐにやらなければならないと思われ
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る事業から、一つずつ整理をさせていただきながら進めているというのが実態かと思って

おります。 

 また、併せて私がその時に当選してすぐ提唱させていただいたのは、「庭園のまちづくり」

の考え方であります。これは別に構想を作ってうんぬんということではありませんが、基

本的には第５次総合計画に出ているそうしたまちづくりの方向性、花と緑と交流のまちづ

くりで培ってきた住民協働と共創のまちづくりをさらに、清里町の町の特性として捉えな

がら、清里町のイメージを作り上げていくという構想でありまして、それに向けて現在、

最終の策定の段階であります。これらの計画が策定されまして、より具体的に方向性が皆

さんにお示しをできる時点が、もう間近に来ていると思っているところでございます。そ

れらの部分も含めて、今後さらに充実した施策の展開とまちづくりに向けて、一層努力を

していきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ただ今町長のほうから、達成状況、手応えをお伺いしたわけでございます。これからの

継続事業等も含めまして、第５次総合計画も含めてなのですが、何分町長執行にあたって

は、住民の参加をメインに置いて執り進めていかなくてはいけないと、そのように感じる

次第でございます。また、住民参加とともに、それに対する職員の役割もきちっとした形

の中で執り進めていくべきと、そのように感じる次第で、ここら辺につきまして、２つに

絞って質問していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 まず、住民参加ですが、ただ今庭園のまちづくりということで話がありましたが、この

事業は花緑事業で育まれた一つの住民の協働・共生・共創のまちづくり、そういう部分で

住民協働というものが主になって活動が展開されていると、そのように認識している次第

でございます。そこで、住民の意思を確認しなければ行政は民意から乖離してしまうと。

そのような形の中で、住民の意識というものをどのように捉えながら進めていくかが、お

そらく鍵になってくるのではないかと思っています。橋場町政を引き継いで、長いスパン

での継続事業でございます。ある程度、住民が動いてという部分はクリアしたのではない

かと思いますが、一般質問の中でも、事業のマンネリ化も含めて、年齢も高齢化していま

すので、なかなか続けていくことも危惧されるような部分があるのではないかと、このよ

うに感じる次第でございます。そんな部分で、住民意識を維持していく、さらに一歩進ん

だ形での庭園構想ということで、住民意識に対しては一つの意識改革というものを求めて

いかなくてはいけないのではないかと、そのように感じるわけでございますが、それらに

つきましては、きちっとした情報公開のもとに、共に情報を共有しながら執り進めていか

なくてはいけない。町も対話集会なり出前講座、各種団体との懇談会等を開催されている

わけでございますが、このように自治会に出向いていき、きちっと情報の共有をしていっ

ていただきたいと思います。これらにつきましては、私も認識がなくて申し訳ないのです

が、重要だと言いながらも回数が意外に少ないのではないかと感じるのですが、そこら辺

について、考え方を伝えていただきたいと思います。 
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○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 ただ今の住民等の参加の関係でございます。基本的に今までもこの住民参加と協働のま

ちづくりというものは、ずっと歴代謳われてきておりまして、当然それは、地方自治の本

旨に基づいて、住民自治という基本がありますので、住民の幅広い広範な意見を聴き、そ

れを次の行政に役立てていくというのが本旨でございます。そして、公共団体については、

そういう住民の声を聴きながらさらに住民の福祉の増進を図る、これが地方自治に定めら

れた目的となっておりますから、当然において今までの総合計画の中でも、必ずこの部分

は記載されているわけであります。 

 具体的にこの住民自治と住民参加の関係でありますが、本町においては「まちづくり参

加条例」を平成１７年に制定しております。この中には議員も言われたように、町民と町

が協働しながら地域社会の発展を図るということを目的といたしております。そのために

は町の責務、町民側の責務、役割と言いますか、そういうものが定められておりまして、

町民としては積極的にいろんなまちづくりに参加をしなければなりませんという規定があ

ります。町の責務としては、それに対する参加をしていただくための情報を公開していか

なければなりませんという責務が町にも課せられておりまして、当然、情報公開条例等の

制定がありますし、またその中で、情報公開するためのサポート役として、同じ年に「地

域担当者制度」を求めたわけでありまして、住民の皆さんが活動しやすい体制を、この担

当者制度の中で何とか担っていきたいという思いで、設立されているところでございます。

また、そういう部分と含めて、出前講座だとか町民参加をしていただくためのパブリック

コメント制度など、そういうものも並行して制度として打ち立ててきているというのが実

態でございます。まちづくりの本来の住民自治としては、住民一人ひとりの方々がそれら

をもって町政に、まちづくりに参加していただくのが本旨でございます。今までも、単純

に会議に出たからうんぬんということではなくて、いろんな行事、事業、活動において、

ボランティア的なものが中心ではありますが、多くの町民の皆さんの参画をいただき、共

にそういう行事を創り上げていったという中で、こういう住民参加という部分、協働とい

う部分が、徐々に達成されてきていると思っているところでありまして、その最も代表的

な例が花と緑と交流のまちづくり事業であります。それぞれの商店やそれぞれの家庭での

ガーデニング、これは自分だけのガーデニングではなく、広くは街形態としてのガーデニ

ングで、「清里に行くと花がいっぱいだよね」というのも、参加していることだろうと思っ

ておりますし、また、公共的な道路の植樹桝だとか、市街地のそれぞれのプランターにお

いても里親制度を入れながら管理をしていただいていることも、参加と協働という本旨に

結びつく活動ではないかと、理解しているところでございます。 

 その他にもいろんな事業で、ふれあい広場の事業だとか、ふるさと産業まつりも、それ

ぞれ参加もいただいておりますし、出店もいただいている部分もあります。また、春先に

は道路の清掃だとかごみゼロ運動で、多くの人に出てきていただいて参加し、行動しても

らっているということもあります。これは決してこちらから、そうしなくてはならないと
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言っているのではなく、自発的に皆さん方がそれぞれの団体や関係機関等を通じながら参

画をされていると、理解をしているところであります。 

 また、それらを進めるための、多くの皆さんの意見を聴くための会合等の関係でありま

す。会合等についてもそれぞれ要望のあった所に積極的に出向いて行って、いろんなお話

をさせていただいているところであります。ただ、思っていたほど私も回数が少ないなと、

実は自分なりにも反省をしているところがあります。これもタイミングがありまして、冬

の間にどうしても重なってしまう場合があるものですから、なかなかうまく私の思いだけ

では通じない部分もありますので、早いうちから広報でも「町長との懇談会、円卓会議で

も何での良いですから行いませんか」とＰＲをしているところでありますが、思うとおり

には開催されていないのも事実であります。ただ、今月１８、１９、２０日と、それぞれ

の市街地域におきまして、この間総合計画の反省評価も含めて審議をいただいております

ので、それらの部分も含めて、まちづくり対話懇談会をしたいということで、それぞれ関

係の自治会だとか、班の中に今お願いをしているところであります。 

 そのようなことも通じながら、また、農村部はどうしても冬でなければできないという

部分もありますので、そういう部分も含めて積極的に会合を開いていくように努めていき

たいと考えております。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今、回数に関しては、町長本人もちょっと少ないと感じているとのことで、今後ともご

尽力いただきたいと思うところでございます。 

 ただ、情報の共有という部分ではかなり高齢化も進んでおりますので、そういう面では

きちっと情報が公開されて、小学生からお年寄りまで解釈されるような形で本当に公開さ

れているのかと。そのことも気にかかるところでございます。それがきちっと浸透してい

かないと、住民意識の改革にはつながっていかない。そうなれば、今まで継続してやられ

ていた部分でも、さらにワンステップ、ツーステップとステップアップしていくにしても、

なかなか住民との合意形成ができないのではないかと。そういう部分で、住民との間に共

通認識をきちっと持った形の中で、行政のいろんな政策が進められることを願ってやまな

いところでございます。 

 僕が思うには、住民に対して押しつけはだめだと思うのです。これはやはり、自発的に

住民それぞれが協働の部分を推進していける形が理想ではないかと思いますし、協働の本

質というのは、住民と行政が互いに意見の交換をぶつけ合うことができないと、なかなか

そこから進んでいかないと思います。回数も少ないという自覚もあるみたいですので、要

望のある所には出向くということで、あまり要望のない所に押しつけるのはどうかと思い

ますが、それぐらいの気持ちで町民との交流を図っていただきたいと感じる次第でござい

ます。何かありましたらお願いします。 

 

○澤田委員長 
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 町長。 

 

○町長 

 住民参加と協働のまちづくりということでありますが、基本的に今、議員からありまし

たように、行政主導でのまちづくりはもう時代が変わったのだろうと。昔は行政が全てや

って、全て整えて、お膳の上で住民の方に何かをしてもらうというのが、今までの手法だ

ったかと思います。ただ、もうそういう時代ではないと思っておりまして、「行政主導」か

ら「町民主導」へ切り替えていくことが最も大事だと思っております。ですから、ちょっ

ときつい言葉になるかもしれませんか、行政に何かをしてもらうのではなくて、行政に何

ができるんだと。ここのところをしっかりしていかないと、まちづくりの方向性が変わっ

てしまうという部分もあるかと思っております。町に何ができるかという発想のもとで、

それぞれ町民の一人ひとりが活動することによって、新たな方向性が生み出され、また、

自ら自治をしていくという住民自治の基本理念に叶っていくことになるかと思っておりま

す。そうは言っても、現実的な対応となると、なかなかそうもならないという部分も理解

をいたすところでありますので、そういう部分も含めてしっかりと声を聴きながら、少し

でも前に進められるようにしていきたいと考えております。当然、こうしたことを私一人

がやるわけではありません。職員があって、こういう仕事が全てなされていくわけであり

ます。職員はそうしたまちづくりの活動を支えていくプロでありますから、そのプロの力

を十分に引き出す役割を、私としては担っていきながら、まちづくりの方向性、そしてお

互いに、町民の皆さんも職員の皆さんも私も含めて、自由な発想で意見をお互いに交わし

ながら、新しいまちづくりの方向性を探っていける、そんなまちづくりを進めていくとい

う思いでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 あくまでも主役は町民ですので、そのことをきちっと念頭に置いて、住民協働・住民参

加というものを創り上げていただきたいと思います。そのことを執り進めるにあたって、

その担い手は一体どこに的を絞っていくんだと。先ほども述べましたが、高齢化して、今

まで頑張ってくれた人たちも、だんだんそのことがおっくうになってくる部分も出てきま

すので、新しい形での担い手づくりを。僕らもそうですが、団塊の世代がごちゃっといま

すので、そろそろ仕事が終わるような時期でございますので、その団塊世代を利用する。

また当然、今の若者も人数は少ないですが、そんな若者の居所づくりと言うか、そういう

ものもきちっと整備していかなくてはいけないと、このように感じる次第でございます。 

 住民参加については、以上で終わりたいと思います。 

 次に、職員の役割について質問したいと思います。 

 行政の質がここ１０年ぐらいで大きく変化をしてきております。当然、我が町において

も、この１０年間で住民の選択のもとに自主自立を選択し、そういうまちづくりを選択し、

自立計画の策定、そして第４次総合計画の推進と行財政改革の継続、住民協働の推進を推
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し進めてきているところでございます。 

 そのような中、自治体の役割はさらに大きくなってきているわけでございますが、先ほ

ど町長が述べられたように、自治体単独では全てを担うことができないわけで、外部に委

託したりという事務事業のアウトソーシングの形がとられてきているわけでございます。

指定管理者制度はその典型ではないかと思います。そういう動きが出ると同時に、一つの

サービス業と捉えると、提供者と購入者という形の関係ができてきます。ＮＰＯや個人・

民間企業が提供者になり、当然自治体が購入者という関係で、提供者のことを新しい公共

と名付けているのかもしれません。 

 そういう部分では、新たな取り組み、新たな公共の時代にふさわしい人材育成の必要性

が出てくるのではないかと思います。新たな取り組み等を先導できるような人材育成につ

きまして、町長の職員の育成に対する考え方についてお聞きしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 職員の役割の関係であります。先ほども申し上げましたが、職員は行政の事務のプロで

ありますから、そうした能力を最大限に発揮できる環境づくりと合わせて、研修を通じた

能力のアップを図っていかなければならないと思っております。 

 職員体制もグループ制を取り入れて、今現在で８３名体制でありまして、一般質問の中

でも少し触れさせていただきましたが、事務量としては決して減ってはおりません。いろ

んな機械・機具類が入りましたから、それによる効率性はかなり高くなってきております

が、逆に住民からのいろんなこともありますし、まちづくりの課題はものすごく増えてき

ていると理解しておりますから、より一層、今までよりも一人ひとりにかかる仕事の内容・

役割は、極めて大きく重大になってきていると、私も認識しているところであります。そ

うしたことで、能力を少しでも発揮できるような、そういう人材にしっかり育っていただ

かなければ、当然次の仕事に支障をきたしてくるということもございます。 

 そんなことで研修派遣事業も含めて、積極的に展開をさせていただいております。特に

自治大学校の長期の部分にあっても、ここ数年は毎年行っていただくようにしておりまし

て、次代を担う職員としての役割をきちっと担っていただくということで考えて、そうい

う対応をしております。また、それ以外においても、北海道が主催する研修、アカデミー

で主催する研修、管内の町村会で主催する研修、この管内の場合は、初任者だとか採用に

なってから数年という若い方の研修が中心になってきますが、そういう研修に積極的に派

遣いたしております。その他、庁内的にも事務的な研修だけではなく、接遇とかそういう

部分に係る研修も含めて、これも年に数回行っているところでございまして、必ずどこか

の段階では、１年に１回はそういう研修を受けてもらうような形での研修計画を立ててお

ります。ただ、これも仕事のボリュームが結構それぞれありますので、あまり研修、研修

で追い込んでしまいますと、勤務時間に食い込んでいくという弊害等も出てまいりますか

ら、きちっとそこら辺は見極めながら研修計画を立てて、より多くの方々がさらに出席で

きるような時間的な配置も考えて、今進めているという状況にあります。 
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 いずれにいたしましても、職員の能力を一層高めていき、８３名体制をしっかりと守っ

て、次の仕事を進めていくという土台にしていかなければならないと考えている次第であ

ります。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 研修等に派遣しているということの答弁がありました。先ほどの指定管理のことも含め

てそうなのですが、これからの自治体職員は、おそらくマネジメント能力なり、コーディ

ネイト能力などが必要になってくると思います。今までは事業執行をしていく部分でした

が、これからの時代は少人数で奮闘されるわけでございますが、政策立案などもできるよ

うな、そういう職員が要望されるようになると感じています。 

 少ない人数で、確かに湯水のようにある財源ではありませんので、その中で少ないコス

トで当然、提供するサービスもより質の高いサービスを提供していくには、より一層の工

夫を強いられる部分かと思います。 

 一つ、職員の研修等に向けても、職員の役割というものをきちっと自覚されて能力を磨

いていく。上に立った人間は磨けるような環境を作っていただきたいと、そのように感じ

る次第ですが、そこら辺について、何かありましたらお願いします。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 職員の育成の件でありますが、お話をいただきましたように、これからの職員はただ単

に事務処理だけをしていけば良いということではないと思います。当然、全体としての住

民の要望に応えるサポートのできる、そういう能力を持った職員になっていかなければな

りません。マネジメント能力も必要ですし、コーディネイトする能力も必要になってくる

と思いますし、中堅どころになりますと、さらにそれに加えて自分できちっと判断してい

ける、そういう能力をつけていかなければならない。当然、企画・立案、そして法務は、

十分に研修をする中で資質を高めていただければと思っているわけであります。その中に

おいても、職員にだけとはまいらないわけで、全体の業務のあり方も含めて、その辺も併

せて、環境づくりと職員の能力の向上という形でやっていかなければならないと思ってお

ります。 

 現在とっております組織体制、このグループ制もちょうど４年を過ぎました。いろんな

課題があることもわかってきましたし、また、今の体制でなければ解決できないこともあ

ります。今のグループ制をうんぬんということではなく、もう一度検証しながら、その中

でしっかりとした方向性を取れるような形を模索していきたい。決して今、グループ制を

やめるということではありません。グループ制のいろんな課題も見えてまいりましたので、

その課題解決に向けた手法を、その事務改善の中で検討を加えていきながら、それぞれの
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今までの組織のあり方においても、グループの場合も係制もいろんな取り組みの仕方があ

ります。それにはそれなりの一長一短の手法がありますので、取り入れてから一定の期間

が過ぎましたので、その中での課題をもう一度きっちりと洗い直し、また、その中でのグ

ループ間の事務内容の見直しを含めて今後検討し、職場環境改善にも努めていきたい。そ

れがしいては職員のやる気と能力を引き出す原動力になるのではないかと、認識をいたし

ているところであります。 

 

○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今、町長からグループ制の話が出たわけですが、先ほど出ていた地域担当者制度につい

ても、できた当初のいろんな制約とかもありますが、もうそろそろいろんな改革を施すべ

き時期に来ているのではないかと。時代は刻々と変わっているわけでありまして、いつま

でも古い縛りのあるような形ではなく、もう少し地域に根ざした形で、担当員が発揮でき

るようなものを築き上げるのも一つの手かと思いますが、そこら辺どう思いますか。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 町民の皆さんとともにという部分で、サポート制度の一部として地域担当者制度をスタ

ートさせたところでございまして、清里の場合は、行政組織から自治会組織に切り替わっ

ていますから、住民自治という基本のベースは、自治会組織の中に出来上がっているとい

うことで、そこに行政主導で手を入れるという考え方ではなく、いろんな面の活動に向け

た情報提供としてのサポート役として、担当者制度を置くというスタートであったわけで

あります。実際にスタートした結果、あまり担当職員を利活用する場面がなかったという

のが実情なのかなと。逆に言えば、それだけ自治会が自立していると捉えていかなくては

ならないと思っておりますが、実態としては我々が当初想定していた部分を、こちらが大

きく読み間違えたのかなと思うような活動内容だったと思っております。これも制度とし

て７年が経ちました。いろんな課題も見えてまいりました。実際問題として本当に必要な

のかという議論まで出てきているのも事実であります。 

 そういうことで、実は先にその責任と言ったら失礼ですが、担当者制度の中で班長・副

班長を置いておりますので、そういう職員を中心としながら、実は内部検討をいただいて

いるというのが実情でありまして、私はこの担当者制度を廃止ということでの気持ちはあ

りませんが、基本的にその辺の整理ができなければやむを得ない場合もあるかもしれない

とは思っておりますが、できる限り活用できる手法としての存続のあり方を、その中で検

討していただければという思いで、検討させていただいている状況にもありまして、新年

度に向けた対応の中で措置ができればと思っているところでございます。 
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○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今、利活用ができていないという話で、地域が必要としなかったみたいな感じに捉えた

のですが。ただ、町長がいろんな施策を推し進めている中で、先ほども住民参加の話もし

ましたが、これは住民の意思をきちっと行政に反映させるという部分では、僕は担当者は

地域に入って、きちっとそういうことをピックアップしてくることが必要ではないかと。

これがとんでもなく違う形で入っていくとなると、地域や自治会は構えてしまいますので、

そういうものを築くための担当者制度だったのではないかと理解していたのですが、どう

も解釈が違う部分があるように感じています。そういう部分でそんなことができるように

なるまで、活用できるような形を築いていただきたい。 

 また、住民からの呼びかけを待っているのではなく、担当職員がそこに出向いて行ける

状況を。聞くところによると、うちの担当員は誰だかわからないという自治会は結構ある

ようですので、もう少し、地域担当者制度の名前に恥じないような形で活用できるように

考えていただきたいと思いますが、そう考えるのは私だけでしょうか。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 この制度が発足した時には、先ほども言いましたが、地域に入っていって住民の方々の

活動に直接手を触れることはなりませんよと。それは地域の人方の住民自治を守る、自治

会の自主的な活動を守ると。そこに手を入れて、ああだこうだということはだめですと。

あくまでも情報としてこういう情報がほしい、また町でこういう情報があるからお知らせ

をするという連絡員的なスタイルで、当初はこの制度がスタートしたということがありま

して、どうもそこら辺のところが、地域側と行政側とに少しずれがあったのだろうという

ことで、１番のネックはそこだったのだろうと理解をしているところであります。途中か

ら少しずつ方向性を変えながら、もう少し地域に積極的に入っていきながら、いろんな情

報の提供だとか連携を取るという形で進めていくようにと、会議などを通じながら進めて

きたのですが、当初の時のインパクトが強かったのか、どうもそこまでなかなか入ってい

けない部分もあったのも事実だと理解しております。 

 今もありましたように、どこまで踏み込んでいって良いのか、本当に難しいところだと

思っております。また、組織そのものが今は管理職が入っておりません。いろんなところ

の例からいきますと、管理職を含めながら実態としてやっていく方法が、よりスピーディ

ーに、一定の線までの判断をしながらやっていけるということもあるのではないかと、そ

んな意見も少しあるようであります。最終的にどんな意見としてまとまってくるか、そう

いう部分を含めてこれから実態として、本当に活用できる担当員制度とは何だということ

を今、協議をいただいているところでありますので、これらを踏まえながら方向性を出し

ていきたいと思っております。 
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○澤田委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 検討していくということですので、よろしいかと思います。僕はせっかくの制度ですし、

地域担当者は地元に帰ればその自治会の構成員です。そういう部分では、他の地域のこと

を見ながら、僕はそれが職員の意思改革にもつながっていくと思います。自分の所だけで

はなく、他の所も見てという部分があると思いますので、僕は使い方によっては実に良い

制度だと感じておりますので、そういうことで検討していっていただきたいと思います。

よろしくお願いしたいと思います。 

 ４０分以上経ちました。あまり長くなりたくないと思っていたのですが。 

 最後になりましたが、自治体というのは首長のものでも議員のものでもなく、住民一人

ひとりがオーナーでございます。従って住民の意思によって動くのが自治体ということか

なと思います。そして、元気な活力のある町を実現するためには、町長、職員、議会はも

とより、オーナーである住民がそれぞれの立場で自己の責任を果たすことが絶対条件かと

思います。 

 町長がどなたかの一般質問の中で言われていましたが、「思いは一つ」という言葉。この

言葉が本当の意味で思いが一つになった時に、我が町清里町のすばらしい将来の姿が見え

てくるのではないかと、そのように感じる次第でございます。 

 何かありましたら最後に答弁をいただきまして、私の質問を終わります。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 昨年５月から就任させていただきました。１年半になろうといたしております。私の思

いもいろいろありますが、町民の皆さんとともに歩んでいくというのが基本姿勢だと、私

も認識をいたしております。基本的に本当のまちづくりというのは、住民の方々一人ひと

りの自分の思い、豊かさの追求だと思っておりますし、そうした動きの結果として地域が

活性化したり、地域が振興され、そしてまちづくりにつながっていくと理解をしていると

ころでございます。それぞれの町民の方々の自己のそれぞれの充足感、また、自己実現と

いったものが伴って初めてまちづくりができていくものだと理解しているところでありま

す。 

 今後とも全力で取り組んでいく所存でありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 
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 総括ということで、勝又委員と似たような質問になろうかと思いますが、せっかくの機

会でありますので質問させていただきたいと思います。 

 平成２３年度は櫛引町政の出発の年でもありまして、新町長として町民の大きな期待を

背負ってのスタートだったわけであります。決算総括においては、そういった中で一般会

計、特別会計合わせまして、歳入歳出６５億９千何がしの予算に対しまして、決算の歳入

が６４億４千万、歳出が６２億６千万、差引１億７,９２８万７千円の決算となったわけで

あります。この点につきましては、執行者をはじめとする職員のご努力に感謝と敬意をい

たすところでございます。昨日、２３年度の会計審査が行われ、私なりに感じたことを町

長にお伺いしたいと思います。 

 財政健全化比率においては、いずれも基準をクリアし、健全財政を堅持されているとこ

ろでございますが、我が町も少子高齢化に伴いまして、人口の減少に歯止めのかからない

現状にあるわけでございます。また、自主財源が２６．９％、依存財源７３．１％と、大

半が依存財源に頼らざるを得ない財政状況の我が町でございます。こういったことから、

今後ますます厳しい財政運営が予測されると思いますが、町としても定住移住促進事業、

各種補助事業や助成など、いろんな形での行政としての役割も果たしているわけでござい

ますが、私も今後、やはり人口の減少が大きな町の負担になってくると、これを１番に考

えるわけでございます。そういった減少によりまして、やむなく公共料金の値上げ、また

はたくさんある公共施設の維持管理についても大変懸念されるわけであります。また、第

１次産業であります農業、林業、商工業、いろんな業種があって町が支えられているわけ

でありますが、この件につきましても、それぞれ厳しい環境に置かれている状況にもある

わけでございます。どういった中で今後ともさらに厳しい状況が続いていくだろうと、こ

のように懸念をいたしているところでございます。 

 町もいろいろと施策を講じて行っているわけでございますが、今後特に厳しい業種にあ

っては何らかのサポートが必要かなと考えるわけであります。そういった中で１年を過ぎ、

２年目に入ったわけですが、そういった部分での櫛引町長の考え方、そしてまた、経過し

た感想をお聞きしたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 ただ今の、まちづくりに関する考え方をということでありますが、基本的には先ほど申

し上げました、私の掲げてきました２つの基本方針と５つの目標に向かって、それぞれ取

り組みを進めさせていただいておりますが、その中でも最も重要な施策になると自分なり

にも理解しておりますが、基本的には生活の場があって次の対策が出てくると考えており

ますから、当然、本町の基盤であります農業・林業・工業・商業、こうしたものがしっか

りとした上に、次のいろんな施策という形になってくると理解をいたしているところであ

ります。そういった意味におきましても、様々な状況があります。農業は今現在において、

ＴＰＰが少し止まってはいますが、これがいつ、どう動き出すかはわからないというよう

な状況もありますし、また、商業関係においては、最も大きく影響しているのは人口の減
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と、消費構造が変わる少子高齢化の現象かとも思っておりますし、特にそれに合わせて商

業の場合については、商業環境が大幅に変わってきたと。要は大型店が近隣にも出てくる

ようになりましたし、また、インターネットという便利なものでどんどん買う気になれば

よそからでも買えると、そういうように商業環境が大幅に変わってきておりますので、そ

ういう面においても、かなり厳しい業種の１つだろうと理解をしているところであります。

町におきましても、それぞれの関係機関や団体を通じながら、支援策を従来ともに講じて

きているところでございますが、そういう対策、さらにはこれからやっていかなければな

らない対策など、それぞれ状況を見ながら進めていきたいと考えているところでございま

す。 

 先ほど、財政の話もありましたが、おかげをもちまして本町の財政状況につきましては、

財政健全化基準から見てもその範ちゅう以下でありますし、また、財政指数をとって見て

も、どの数値を見ても、健全化の数値の中にあるということでありますので、決して余裕

があるわけではありませんが、お金を貯めるだけ貯めておいても仕方がないわけでありま

すから、きちっと使える時には使っていきながら、しっかりとしたまちづくり、土台づく

りをしていかなければならないと考えているところであります。今後においてもいろんな

部分で貴重なご意見、ご提言をお聞かせいただきながら、それがまちづくりの方向性と合

致した段階においては、いろんな施策を考えながら進めさせていただきたいと思っている

次第であります。 

 以上申し上げ、答弁といたします。 

 

○澤田委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 ただ今答弁をいただきました。町も健全財政であると。しかしながら、今後人口の減少

に伴いまして、大変不安な状況も一方にはあるわけでございます。 

 そういった中で町長も貯めるばかりではなく、やはりやる時にはやるということでござ

いましたので、ぜひともいろんな部分で状況を見ながら、今回の一般質問でも、町長はマ

ンネリ化だとかバラまきだとか、この点については私もあまり良い感じはしなかったので、

その点については、今後控えていただきたいと思うわけであります。 

 やらなければならない部分については、何年でも必要であればやっていくという姿勢も

大事かと。それがマンネリ化と言うのかどうか、その辺の言い方がいろいろあるわけです

が、町長もそういう気持ちで答弁したわけではないと理解いたすところであります。そう

いった中で、その都度、その都度、状況にあった早急な対処が必要だと思い、お願いをす

るところであります。 

 また、花と緑と交流のまちづくりも、住民にも定着しつつあるわけですが、その中でも

極端な話、花を植えるよりもっとやることがあるのではないのかと。言葉が悪いですが、

そういうことも耳にするわけでありますが、花を見て、きれいになった町を見て、気分が

悪くなる人はいないわけで、それは大変良いことだとも思うし、継続されることを願って

いるわけでございます。私は我が町は老人福祉、児童福祉、いろんな住民サービスもそれ
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なりに進んでいると感じるわけであります。 

 しかし、町民サイドから見ると、まだまだ不満な部分もあるわけで、先ほど勝又議員が

言われていた担当員制度も、町長が常日頃から言っておられます住民との対話の中でのま

ちづくり、そういったことも言われていますので、十分に底辺の声も聞きながら、それは

私たちの仕事でもあるわけですが、そういった部分もきめ細かな対処を今までもやってこ

られておりますが、さらに底辺の声を聞き入れて、まちづくりを進めていただきたいと思

います。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 何点かにわたる質問かと思いますが、まず１点目といたしまして、産業振興のことであ

ります。これにつきましては、恒久的な対策、また緊急する課題とそれに対処する対策と、

いろんな対策がございますので、その状況、状況を見極めながら、しっかりとそういう対

応を取っていきたいと考えるところであります。 

 それから２点目の関係の、花と緑のまちづくり、住民参加と協働によるまちづくりの推

進の方法とこれからの展望ということかと思いますが、基本的にせっかく芽生えてきたこ

ういう協働のまちづくりの手法をしっかりと取り入れながら、いろんな意見はあるかと思

いますが、全体としての方向性をしっかりと見極めて、取り組んでいきたいと思っている

ところでございます。あまり町民の皆さんの負担になるような形ではなくて、いろんな手

法があるかと思いますので、そういう手法を一つ一つ丁寧に説明しながら、ご理解をいた

だき共に歩んでいける、そんなスタイルを目指していきたいと考えているところでござい

ます。 

 そういう中で、住民の皆さんのいろんな意見があるかと思います。私どももできる限り

現場に出て、現場での実際の声を聞かせていただきながら、それが次の施策へどう反映し

ていけるかという部分も含めて、私だけではなく、職員皆でそういうまちづくりに取り組

んでいくように、これから職員共々頑張っていきたいと考えているところであります。 

 

○澤田委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 勝又議員が先に大半の質問をしましたので、町長の答弁も聞かせていただきました。や

はり人口の減、そして地域産業のしっかりした基盤づくり、先ほど町長も言われたとおり、

これが一番かなと思うわけであります。そういった中で、私も一般質問でお願いしたわけ

でありますが、やはり緊急を要する場合にはカンフル剤がなかったら死んでしまうわけで

ありますので、そこら辺も十分の検討をしていただきたいと思います。 

 いろんな問題が山積しているわけでございますが、２年目に入って、町長は今後どの部

分に力を入れていくのか。総合計画も策定したわけでありますが、残り２年半でどの部分
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に力を入れて、どういうまちづくりを、どういう方向で行うのか。執行方針にもあります

が、具体的な考えがございましたらお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。 

 

○澤田委員長 

 町長。 

 

○町長 

 まちづくりの方向性の話かと思います。基本的には先ほども申し上げました、自分たち

の生活する基盤が一番大事でありますから、そこのところをしっかりと基盤を守りながら

次、次ということでございまして、私がこの平成２４年度の予算編成にあたって進めてい

たのは子育ての関係と教育関係でございます。それと併せて、交流人口を図るということ

で、特に合宿の誘致だとか、そういう部分でこの中の施策として活かしていきたいという

ことでございます。 

 そうしたことから、これは２４年の仕事になってしまいますが、子育て支援対策の中で

は当然、保育料の軽減だとか、また、小学校の少人数学級への対応だとか、高校における

間口の関係と合わせて海外派遣留学の関係、そういうものを中心としながら、子育て支援、

次代を担う子供たちがしっかりと清里で育っていき、また清里に戻ってきてもらいたいと

いう思いを強く入れた予算とさせていただいております。 

 その時代、その時代で、いろいろと施策のあり方というのは変わっていくだろうと思い

ますが、時期を見ながら、そして清里で今最も必要とされている、そういうような施策を

いろんなご意見をいただきながら、進めてまいりたいと考えているところであります。 

 今後とも全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各位のご指導ご鞭撻をよろ

しくお願いを申し上げて、答弁とさせていただきます。 

 

○澤田委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○澤田委員長 

 以上で、総括審査を終わらせていただきます。 

 以上を持ちまして、平成２３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

につきましては、今後十分検討いただき、明年度の予算編成に、また行政執行に活かされ

るよう要望申し上げます。経済、社会情勢など、大変変化の激しい厳しい時代を迎えてお

りますが、町民の福祉の向上のため、一層の研鑽とご努力にご期待申し上げまして、審査

終了の挨拶といたします。ご協力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（澤田伸幸君） 

 休憩前に引き続き、審査を行います。 
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 ここで、認定第１号 平成２３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７号 平成２３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７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） 

○澤田委員長 

 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 

 それでは、お手元に配付の審査報告書について、読み上げて報告にさせていただきます。 

 審査案件については、認定第１号 平成２３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７号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定までの７

件でございます。 

 審査期日については、平成２４年９月１２日から１４日までの３日間でございます。 

 審査の結果については、この後の採決によるものと存じます。 

 委員会の意見案を読み上げます。平成２３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、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大きな伸びは期待できない。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。平成２４年度よりスタート

した第４次行政改革大綱の着実な推進を望むものである。ついては、今回の決算審査特別

委員会での意見等を十分検討され、明年度以降の予算編成や行政運営に生かされるよう望

むものである。 

 以上でございます。 

 

○澤田委員長 

 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） 

○澤田委員長 

 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） 

○澤田委員長 

 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２３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７号 
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平成２３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） 

○澤田委員長 

 挙手全員であります。 

 したがって、認定第１号 平成２３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７号 平成２３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 午後 ２時５６分） 


