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平成２４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２５年 ９月１８日（水） 

  開 会   午後 ３時２０分 

    散  会   午後 ４時３３分 

 

 

●出席委員（７名） 

   委 員 長  田 中   誠     委  員  畠 山 英 樹 

   副委員長  池 下   昇     委  員  澤 田 伸 幸 

   委  員  前 中 康 男     委  員  村 島 健 二 

   委  員  勝 又 武 司     ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

●欠席委員 

  なし 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長       櫛引 政明    副町長        宇野  充 

  総務課長       柏木 繁延    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    阿部 真也 

  町民生活Ｇ主査    阿部 真也    税務・収納Ｇ総括主査 永野  宏 

  保健福祉課長     薗部  充    保健Ｇ主幹      伊藤 浩幸 

  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 杉村 眞弓 

  保育・子育てＧ主査  酒井 真美 

  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主幹 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       藤代 弘輝    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 鈴木  敏    上下水道・公住Ｇ主査 荒  一喜 

  出納室長       溝口 富男 

  教育長        村上 孝一    生涯教育課長     岸本 幸雄 
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  学校教育Ｇ総括主査  清水 俊行    学校教育Ｇ主査    新輪 誠一 

  学校教育Ｇ主査    阿部由美子    社会教育Ｇ主幹      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       小貫 信宏 

    主  査       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、委員長であります田中委員長よりご挨拶申

し上げます。 

 

○田中委員長 

 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、池下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。 

 依然として続く景気の低迷の中、厳しい財政状況というふうにどこの自治体でも言われ

ております。こうした中、清里町においては町民・行政が一体となり、さまざまな施策を

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２４年度各会計

の決算認定が提案され、本日から２０日までの３日間にかけて審査を行うことになりまし

た。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を申し上げまして、

挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（開会 午後 ３時２０分） 

●開会宣告 

○田中委員長 

 これより、平成２４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、事務局長に説明させます。 

 

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 平成２４年度各会計決算審査日程の進め方について、説明させていただきます。既に配

付の決算審査特別委員会の議案をお開き願います。 
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 ３の審査日程については、本日より２０日までの３日間といたします。第１日目の本日

については、監査委員による決算審査意見報告、町長より挨拶をいただき、各会計の決算

内容の説明で本日は散会の予定です。明日は９時３０分より審査を再開いたします。３日

目の２０日は総括審査、採決まで行います。 

 審査の方法については、歳出は款の目ごと、歳入は款ごとの審査です。歳出の目、歳入

の款によっては一括して審査を行うものがあります。審査の順序については、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。総括審査については各会計全般にわたって行います。 

 以上で説明を終わります。 

 

○田中委員長 

 審査日程の進め方について、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） 

 それでは、平成２４年度清里町決算審査意見報告をさせていただきます。 

 ～報告書 説明～ 

 

○田中委員長 

 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） 

○田中委員長 

 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、審査をお願いいたします平成２４年度の会計につきましては、一般会計及び６

特別会計合わせて歳出総額で６７億３,７９３万円の決算となっております。各分野におけ

る主な新規及び主要事業といたしましては、清里地区道営畑地帯総合土地改良事業及び農

地・水・環境整備対策事業の新規採択着工をはじめ、パパスランド道の駅の改修整備、ひ

まわり団地の公営住宅１棟４戸の建設整備、羽衣３丁目通りの改良舗装、光岳小学校体育

館・音楽室び建設整備、さらには繰越事業として農協が事業主体で進めております深層爆

気処理施設整備事業、その他、継続事業として実施いたしております３線及び４線道路の

改良舗装事業など、大型事業につきましては補助及び交付金事業により事業を実施させて

いただいたものでございます。また、町の単独事業として継続実施をいたしております新

店舗出店支援事業や住宅リフォーム支援事業、商工会で実施されます商工振興事業に加え、

新たにプレミアム商品券の拡充支援、店舗等改修支援事業などの地域活性化事業や、救急

医療体制づくり事業、子宮頸がん・肺炎球菌ワクチン等の予防接種事業、清里高校新１年
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生の入学支援事業や海外派遣研修事業、小学校の多人数学級への教員並びに支援員の配置、

さらに特色ある学校づくり事業などの教育支援事業、また、子育て健康支援対策とした医

療費の中学生までの無償化支援、第２子以降の保育、幼稚園料の軽減対策、その他、ブッ

クスタート事業など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、新たなまちづくりのプロジェクト事業になります、庭園のまちづくり計画の策定及

び再生可能エネルギー賦存量調査につきましても、実施をさせていただくことができまし

た。さらに、年末には町内業者への発注に限定した地域経済活性化対策も実施をさせてい

ただきましたし、各分野にわ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、議員並びに町民皆さんのご指導、ご支援、

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、監査委員におかれましては、８月１３日～９月３日までの長期間、かつ真夏で暑

い中を、全７会計にわたり歳入歳出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。この間のご労苦に衷心より厚く御礼を申し上げます。 

 さて、平成２４年を振り返ってみますと、世界的にはＥＵ諸国の信用不安による経済危

機と新興国経済の減速、さらには中東諸国の国内紛争が長引き、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おります。国

においてはこうした状況を早急に改善するため、社会保障と税の一体改革を目的とした消

費税の増税法案の成立と引き換えに、野田総理が衆議院を解散し、総選挙の結果、自民・

公明両党の連立政権による安倍総理が誕生いたしました。安倍総理は日本経済と財政の建

て直しを前面に掲げ、金融政策、財政政策、そして、成長戦略の三本の矢による、いわゆ

るアベノミクスによる財政再建とセーフティネットの構築、そして強い日本の再生を進め

ようといたしております。国内経済の景況感はそうした期待感を反映し、穏やかな改善傾

向を示しておりますが、現状は大震災からの復興復旧、産業の空洞化、さらにはＴＰＰ交

渉などの多難な課題を抱えており、当面は厳しい状況が続くものと判断をいたしていると

ころでございます。 

 このような情勢を踏まえ、町政の執行にあたりましては、第５次清里町総合計画に掲げ

た本町の理想の将来像であります「人と自然がともに輝き、躍動するまち」を実現するた

め、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

実施に努めるとともに、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、これより田中決算審査特別委員会委員長並びに池下副委員長の采

配により、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を申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 

○田中委員長 

 ここで、監査委員は退席をいたします。ご苦労様でした。 

（監査委員 退席） 

○田中委員長 

 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をお願いいたします。総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 平成２４年度各会計の決算審査にあたり、決算内容について説明申し上げます。 

 まず、説明資料の確認をお願いします。決算書につきましては、一般会計及び特別会計

の２冊となっております。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

最後に編纂をしております。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

纂をしております。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

は合わせて編纂しております。できる限り要点のみを説明させていただきます。 

 それでは、各会計別決算の総括並びに一般会計決算について説明を申し上げますので、

平成２４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２４年度会計別決算総括表について、説明申し上げます。一般会計から焼酎事業特

別会計まで７会計の総額は、歳入予算額７２億６,５１８万８千円に対し、決算額は６９億

５,８３１万円であり、執行率は９５．７８％となっております。歳出につきましては決算

額が６７億３，７９３万円であり、執行率は９２．７４％であります。歳入歳出差引残額

は２億２,０３８万円であります。平成２３年度決算額については歳入６４億４,０４５万８

千円、歳出は６２億６,１１７万１千円であり、歳入では５億１,７８５万２千円の増、歳出

で４億７,６７５万９千円の増となっております。農林水産直売食材提供供給施設整備工事、

光岳小学校屋内運動場改築工事が主な要因となっております。会計別の歳出ベースにおけ

る対前年度比較では、一般会計で４億７,４３６万１千円の増となっている他、介護保険特

別会計が２６４万５千円の減、国民健康保険事業特別会計が１０４万３千円の増、後期高

齢者医療事業特別会計が９８０万円の増、簡易水道事業特別会計が２３７万５千円の増、

農業集落排水事業特別会計が３５０万３千円の減、焼酎事業特別会計が４８５万３千円の

減の決算となっております。 

 次に、一般会計決算の状況について説明を申し上げます。２ページをお開きください。

平成２４年度の歳入総額は５４億５,１６２万１千円、歳出総額は５２億５,０９５万円、歳

入歳出差引額は２億６７万１千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３億１,１４２万９千円、歳出の減は翌年度繰越及び不用額により５億１,２１０万円

となっております。 

 ３ページ、一般会計款別決算額調の歳入について説明申し上げます。下段合計欄で説明

申し上げます。調定額は５４億５,８９２万７千円、収入済額は５４億５,１６２万１千円で

あり、不納欠損額は４６万７千円であり、収入未済額は６８３万９千円、前年度との比較

ではいずれも減少となっております。不納欠損につきましては町税が４６万６千円ですが、

その内、町民税が２８万３千円、固定資産税が１８万３千円であり、使用料及び手数料が

１千円であります。内訳は税務督促手数料であります。収入未済額につきましては町税が

５３０万６千円であり、町民税２５０万５千円、固定資産税２８７万７千円、軽自動車税

１万４千円となっております。使用料及び手数料の収入未済額は土木手数料、住宅使用料

１５１万６千円及び督促手数料１万７千円であります。予算現額に対する増減額は３億１，

１４２万９千円の減であり、収入割合は予算現額に対し９４．６％、調定額に対しては９

９．９％となっております。科目別収入割合においては地方交付税が５１．２％、町債が
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１２．４％、諸収入が８．４％、国庫支出金が８．３％、町税が７．７％となっておりま

す。 

 ４ページをお開きください。歳出の款別調べについて合計欄で説明いたします。予算現

額、支出済額は記載のとおりであり、翌年度繰越金が４億１,２２７万１千円であり、不用

額は９，９８５万９千円となっております。執行割合は予算現額に対し９１．１％であり

ます。翌年度繰越の内訳は、農林水産業費・深層爆気処理施設整備補助事業に２億４,７５

０万円、同じく国営畑地かんがい事業斜網地区維持管理医協議会負担金に５,８２３万９千

円、同じく農道保全対策事業負担金事業に１,６０７万２千円、土木費・公営住宅建設事業

に９,０４３万円であります。各科目の不用額の主なものにつきましては、総務費について

は職員給与費の職員手当、共済費、一般管理費の賃金、旅費、役務費、財産管理費の需用

費、総合庁舎管理費の需用費が主な要因となっております。民生費につきましては各種扶

助費、給付費、福祉サービス事業費及び老人福祉費の委託料が主な要因であります。衛生

費につきましては予防費の委託料、各種医療対策の扶助費が主な要因であります。農林水

産業費につきましては農地開発事業費の林業費及び林業振興費の負担金補助及び交付金、

商工費の商工振興費、負担金補助及び交付金が主な要因であります。土木費につきまして

は道路橋梁費の委託料、住宅管理費の需用費が主な要因であります。教育費につきまして

は各種施設管理費関係や負担金補助及び交付金等が主な要因であります。公債費につきま

しては償還金利子及び割引料の一時借入金が主な要因であります。 

 ５ページで、歳入の性質別財源構成比較表について説明申し上げます。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ります特定財源と自

主財源に分類を行っているところであります。平成２４年度決算額５４億５,１６２万１千

円の内、依存財源は４２億１,６６１万円で、構成比は７７．２％であり、自主財源は１２

億３,５０１万１千円で２２．７％の構成比となっております。特定財源につきましては１

７億４８３万５千円で、構成比は３１．３％、一般財源は３７億３,８６６万９千円の構成

比６８．６％となっております。平成２３年度との比較では依存財源が６億１,０３１万４

千円の増、また、自主財源が９,４９８万５千円の減となっております。依存財源である地

方交付税は、平成２３年度との比較において２億５,６０２万１千円の増、国庫支出金は農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金、学校施設環境改善交付金によるパパスランド改築

や学校体育館改築などが主な理由により、８,６０８万１千円の増であります。道支出金も

３，４９１万６千円の増となっております。町債につきましても２億４,７７０万円の増と

なっております。自主財源における前年対比増の主な要因は、平成２３年度財産収入にお

ける農業振興資金出資金償還１億３,７９３万３千円が主な理由とされております。 

 続いて６ページをお開きください。一般会計歳出の性質別財源構成表については、歳出

の消費的経費と投資的経費に分類し、その財源の充当について、特定財源と一般財源に区

別しております。合計欄で説明いたします。平成２４年度の決算時における財源内訳は、

特定財源が１６億３,２５９万４千円であり、構成比は３１．１％、一般財源は３６億１,８

３５万６千円で、構成比は６８．９％となっております。また、経常的な一般財源は２４

億１,９１４万４千円であり、経常収支率は７１．２％となっており、前年対比４．１％の

減となっております。また、投資的経費の決算合計は１２億３６９万１千円であり、前年

対比５億５７８万２千円の増となっております。 
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 ７ページをご覧ください。この表は、款別性質別及び人件費と物件費について区分した

ものであります。人件費トータルは右表右隅の欄で７億１,２４９万５千円であり、前年対

比１,４２５万４千円の減となっております。物件費は右端中段の欄で１０億９,１０７万１

千円であり、前年対比１億３,３１８万３千円の増であります。総務費、商工費における備

品購入費、委託料の増が主な要因となっております。 

 ８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であり、年度区分の前年度

末は平成２３年度末、決算年度は平成２４年度、翌年以降は平成２５年以降となっており

ます。決算年度であります平成２３年度中における債務負担は８ページ、農業経営基盤強

化資金利子助成事業をはじめ、全部で２５件、１億３,５７５万９千円となります。また、

平成２５年度以降の債務負担については、２５件で総額６億２,７５９万１千円であります。 

 １０ページをお開きください。地方債の現在高調について説明申し上げます。下段の合

計欄をご覧ください。平成２３年度末現在高が８１億９,１８５万５千円であり、平成２４

年度中の発行額が６億７,３９０万円、当該年度の償還額が元利合計１０億１,０７２万７千

円となっております。したがって、平成２４年度末現在高が７９億８,３５４万２千円とな

り、前年対比で２億８３１万３千円の減となります。普通交付税の算入による財政措置は

５億５,０５８万７千円となります。 

 以下、１３ページ～６４ページまでは主要施策の成果、６５ページ～７３ページまでは

決算不用額の主な内容、７５ページは各施設の経常収支状況であり、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６９ページの次、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、公有財産の土地及び建物の合計欄で説明申し上げます。土地の平成２４年度

中の増減につきましては、４,５３９．０５平米の減であり、年度末の残高は９４７万９,６

２５．８６平米で、主な要因は定住団地分譲を販売によるものであります。また、建物に

つきましては、木造が５０１．９５平米の増、非木造が１，２８３．３６平米の増であり、

年度末の残高は９万１,１７４．１９平米であります。非木造の主な要因は、パパスランド

建設によるものであります。 

 ２ページ～４ページは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残高

を記載しております。 

 ５ページは物権、有価証券、出資による権利、出資による権利については、パパスラン

ドの新たな温泉源、清里町土地開発公社の解散による出資金５００万円の異動がございま

す。 

 ６ページをお開きください。物品につきましては乗用車１台が増で、都合３５台。 

 基金につきましては、山林が４７．８４ヘクタールの増、基金は３億３,４６０万７,１６

６円の増で、北海道備考資金は配当積立により８１万６,１６２円の増となっております。

これを合わせた基金総額は４２億６,６１１万５９円となります。なお、奨学資金貸付金海

外派遣研修事業資金貸付基金については増減が生じておりません。 

 次の７ページ、８ページの貸付基金運用状況につきましては、生涯教育課長より説明申

し上げます。 
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○田中委員長 

 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

いたします。 

 はじめに、清里町奨学資金貸付基金の運用状況であります。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。貸付額の現在高は１億４,４１９万円

で、備考欄に記載のとおり、平成２４年度中の貸付分は、昨年度から新たに加わりました

大学等に進学する際の入学資金貸付が６名で４８９万５千円、専修学校、短大、大学への

就学に係る就学資金貸付が合わせて５名で１３８万円、合計１１名で６２７万５千円とな

っております。償還額の現在高は１億２,６７９万円で、決算年度中の償還は３５人、３５

９万３,５００円となっております。従いまして、決算年度末現在の基金残高は２,７６０万

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の運用

状況について、ご説明申し上げます。決算年度末現在の基金の総額は９００万円で、決算

年度中の増減はございません。なお、この基金は備考欄に記載の４団体の出資により資金

造成されたものでございます。貸付額の現在高は２,７５４万８千円で、決算年度中におけ

る貸付はございませんでした。償還額の現在高は２,７４９万２千円で、決算年度中の償還

は１名、２万５千円となっております。従いまして、決算年度末現在の基金残高は８９４

万４千円となります。 

 以上で、２つの基金についての運用状況の説明を終わります。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 以上で、一般会計決算についての説明を終わらせていただきます。 

 

○田中委員長 

 次に、介護保険事業特別会計の説明をお願いいたします。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 平成２４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、清里町各会計歳入歳出決算説明書の中ほど、薄茶色の仕切りの介護保険事業

特別会計をお開きください。１ページ、第１表 平成２４年度の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、合計額で説明いたします。予算現額が４億２,４０１万４千円に

対しまして、調定額は４億２,５０９万３千円、収入済額は４億２,４１３万３千円、不納欠

損額は１０万５千円、未収入額は８５万４千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８５万円、督促手数料が４千円となっております。予算現額に対

する増減額は１１万９千円となっており、収入割合は予算現額に対しまして１００％であ
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り、調定額に対しては９９．８％になっております。 

 次に、歳出についてでありますが、予算現額は２億２,４０１万４千円、支出済額が４億

１,９９３万８千円、不用額については４０７万６千円であり、主たる要因については保険

給付費３７７万１千円であります。支出割合は予算現額に対しまして９９％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４億１,２０４万４千円と、全体の９８．１％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９ページをお開きくだ

さい。実質収支に関する調書によりご説明いたします。収入総額は２億２,４１３万３千円

であり、歳出総額は４億１,９９３万８千円、歳入歳出差引額及び実質収支額は４１９万５

千円となっております。 

 次に１０ページをご覧ください。財産に関する調書の基金でありますが、前年度末現在

高は１,１２３万２，４９０円であり、決算年度中の増減高は１２７万７５円の減でありま

す。決算年度末現在高は９９６万２,４１５円となっております。 

 以上で、決算書の説明を終わらせていただきます。 

 

○田中委員長 

 次に、国民健康保険事業特別会計の説明をお願いいたします。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 平成２４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７億５,３

４７万４千円に対し、調定額７億６,３２７万７千円、収入済額７億５,４９３万８千円、不

納欠損額１２１万３千円であり、未収入額は７１２万６千円となってございます。不納欠

損額の内訳は国民健康保険税が１２１万２千円、督促手数料が１千円でございます。また、

未収入額の内訳は国民健康保険税の現年課税分が１１７万１千円、滞納繰越分が５９４万

５千円であり、合わせまして７１１万６千円、督促手数料が１万円でございます。予算現

額に対する増減は１４６万４千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１００．

２％、調定額に対し９８．９％となってございます。 

 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７億５,３４７万４千円に対

し、支出済額７億５,３４５万５千円であり、不用額は１万９千円でございます。予算現額

に対する執行割合は１００％でございます。 

 ２ページ目をご覧ください。第１表の附表であり、ただ今ご説明いたしました、款別決

算額調べを棒グラフにしたものであり、ご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
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金補助及び交付金が７億３,６０４万８千円で、全体の９７．６％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べは第２表の附表であり、ご説明は

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７億５,４９３万８千円、歳出総額は７億５,３４５万５千

円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は１４８万３千円でございます。 

 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２３年度末の現在高が５０８万２,８６０円、決算年度中

増減高は４９９万９,６００円の減であり、平成２４年度末の現在高は８万３,２６０円とな

ってございます。 

 以上で、ご説明とさせていただきます。 

 

○田中委員長 

 次に、後期高齢者医療特別会計の説明をお願いいたします。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 平成２４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６,１６４

万６千円に対し、調定額及び収入済額はともに６,１６７万７千円であり、未収入額はござ

いません。予算現額に対する増減額は３万１千円の増となっており、収入割合は予算現額

に対し１００．１％、調定額に対し１００％となってございます。 

 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６,１６４万６千円に対し、

支出済額６,１６４万１千円であり、不用額５千円となってございます。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４表の附表であり、ただ今ご説明いたしました、款別決算

額調べを棒グラフにしたものであり、ご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５,９７２万２千円と、全体の９６．９％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べは第２表の附表であり、ご説明は

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、別冊の緑色、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、５ページ目をお開きください。

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６,１６７万７千円、歳出総

額６,１６４万１千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は３万６千円でござ

います。 

 以上で、説明とさせていただきます。 
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○田中委員長 

 次に、簡易水道事業特別会計の説明をお願いいたします。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 平成２４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ページをご覧ください。第１表款別決算

額調につきまして、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８,

０６１万４千円に対し、調定額は８,２２２万６千円、収入済額は８,１５５万４千円となっ

ております。不納欠損額はありません。歳入未済額は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４３万１,９２０円、滞納繰越分が２２万７,１４０円、

督促手数料が１万２,７００円となっております。予算現額に対する増減額は９４万円の増

となっており予算現額に対する収入割合は１０１．２％、調定額に対しては９９．２％と

なっております。 

 続きまして、歳出の款別決算額についてご説明申し上げます。予算現額８,０６１万４千

円に対し、支出済額は７,６８０万９千円であり、不用額は３８０万５千円となっておりま

す。予算現額に対する執行割合は９５．３％となっております。不用額の主な内容につき

ましては、８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４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７９８万１千円で全体の１０．４％、物件費が１,０９８万円で１４．３％、事業費

が２,１８６万１千円で２８．５％、公債費が３,０８３万２千円で４０．１％となっており

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、各款の中における節の経

費の調べであり、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、合計額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２３年度末の現在高が２億５,４６４

万８千円、平成２４年度中におけます発行額はありません。平成２４年度の償還額は元利

合わせまして３,０８３万２千円であり、平成２４年度末現在高は２億２,９００万３千円と

なっており、普通交付税に算入された額は１,５３９万７千円であります。 

 ６～７ページの主要施策の成果並びに８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８,１５５万４千円、歳出総額は７,６８

０万９千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに４７４万５千円とな

っております。 
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 ７ページをご覧ください。財産に関する調書につきまして、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物件、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２３年度末の現在高は３,７７８

万６,０４８円であり、決算年度中の増減高は５４３万１千円の減、決算年度末現在額は３,

２３５万５,０４８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。 

 

○田中委員長 

 次に、農業集落 排水事業特別会計の説明をお願いいたします。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 平成２４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

額調べについて、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

億１,２４４万３千円に対し、調定額１億１,５０３万９千円、収入済額１億１,４３６万６千

円となっており、不納欠損額は２万６千円となっております。収入未済額は６４万７千円

となっており、内訳は使用料の現年度分が４１万５,３２０円、滞納繰越分が２２万１７０

円、督促手数料が１万１,４００円となっております。予算現額に対する増減額は１９２万

３千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１０１．７％、調定額に対して９９．

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１億１,２４４万

３千円に対し、支出済額１億１,０９０万６千円となっており、不用額は１５３万７千円と

なっております。予算現額に対する執行割合は９８．６％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７,３１６万６千円と、全体の６６％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べで

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、合計額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２３年度末の現在高が７億１,３７５万

５千円、２４年度中におけます発行額はありません。平成２４年度の償還額は、元利合わ

せまして７,３１６万６千円であり、２４年度末の現在高は６億５,８６５万２千円となって

おり、普通交付税に算入された額は３,９８６万２千円であります。 

 ６ページの主要政策の成果並びに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。 
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 続きまして、平成２４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１億１,４３６万６千円、歳出総額は

１億１,０９０万６千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに３４６万

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を

ございません。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○田中委員長 

 次に焼酎事業特別会計の説明をお願いいたします。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計決算状況につきまして、決算説明書によりご説明

いたしますので、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６,９９４万７千円に対し、調定額

合計並びに収入済額合計はいずれも７,００２万１千円であります。なお、予算現額に対す

る増減額の合計７万４千円は、主に財産収入の増によるものであります。予算に対する収

入割合は１００．１％であり、調定額に対する収入割合は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６,９９４万７千円に対

し、収入済額の合計は６,４２３万１千円であります。予算現額に対します執行割合の合計

は９１．８％であります。なお、不用額は１款総務費で１２７万５千円、２款製造費で４

４１万１千円、３款公債費で３万円、合計で５７１万６千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、歳入歳出それぞれを棒グ

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ページをお開きください。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

の各款ごとの人件費、物件費、補助費、基金積立金を示したものであります。 

 ４ページをお開きください。４ページは第２表附表で、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、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７,００２万１千円、歳出総額が６,４２３万１千円であり、歳入歳出

差引額並びに実質収支額は５７９万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、

１．物品についての増減はありません。２．基金については、決算年度中３２３万１,６９

３円が増加し、年度末現在高は８０４万６９３円となっております。 

 以上で、説明を終わります。 
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○田中委員長 

 ここで、暫時休憩いたします。休憩中に消防費の説明を行います。 

（暫時休憩） 

○田中委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（二瓶正規君） 

 平成２４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、青色の仕切りから斜里地区消防組合決算

書になりますので、２ページをお開きください。第１表平成２４年度款別決算調書からご

説明いたします。 

 歳入の決算額につきましては、合計額でご説明いたします。予算現額が１億５,６０３万

円に対し、調定額合計及び収入済額の合計は、いずれも１億５,２５８万６千円となってお

ります。予算現額に対する増減額につきましては３４４万４千円の減です。収入割合は予

算現額に対し９７．８％、調定額に対して１００％となっております。 

 続きまして、歳出についてでありますが、予算現額が１億５,６０３万円に対し、支出済

額が１億５,２５８万６千円、不用額は３４４万４千円であり、主なものは清里分署の人件

費及び消防団の旅費等でございます。支出割合は予算現額に対し９７．８％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ございます。左から２列目の清

里分署費の合計額が１億２,２２０万５千円と、全体の８０．１％を占めております。 

 ４ページをお開きください。第３表はただ今ご説明いたしました、款別決算額を棒グラ

フにしたもので、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になっております。１の火災出

動は４件となっております。また、４の救急出動は１４９件で、傷病者搬送の内訳につき

ましては、①の表のとおりとなっております。 

 ６ページお開きください。６ページは消防団員火災等の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表は消防本部費の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

の仕切りから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公有財産についてご説明いたします。１の公有財産の土

地に及び建物につきましては増減はございません。６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、水利現況でありますが、２４年度中

の増減は防火水槽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。 
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（再 開） 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。各会計の説明は終わりました。 

 

○田中委員長 

 お諮りします。本日はこれで散会としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○田中委員長 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで散会いたします。 

 なお、明日は午前９時３０分より審査を行います。本日はこれで終わります。 

 

（散会 午後 ４時３３分） 
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平成２４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２５年 ９月１９日（木） 

  再 開   午前 ９時３０分 

    散  会   午後 ２時４８分 

 

 

○田中委員長 

 おはようございます。昨日に引き続き、決算審査特別委員会を開催いたします。 

 一般会計の歳出の方から審査を始めたいと思います。 

 

○田中委員長 

 １款議会費・１項議会費・１目議会費、１５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ次に進みます。２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、１５ページ～１６

ページ。 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １５ページ、１目職員給与費、３節の職員手当等についてお伺いいたします。第１次自

立計画でグループ制度を導入してきましたが、相当の年数を経過しておりますが、総体的

なグループ制の評価をどのように行っているのか。 

 また、今後、グループ制そのものも見直しをする考えはあるのかないのか、お伺いした

いのですが。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 委員ご指摘のとおり、現在、役場職員の体制においてはグループ制を導入して、過去の

ような係制からグループ制に移行した段階で、お互いに仕事を補完をし合って、自立計画

に表現されております８０名体制に沿った職員体制ということで、グループ制を導入した

ところであります。 

 委員ご質問の評価というところでありますが、現在のところ、お互いの仕事を分かち合

い、補完し合うというようなことで仕事が進んでおりますので、どのような形での評価と

いうことで表現すれば良いのか、具体的な形での評価の指数等については挙げておりませ

んが、予定どおりの形で、お互いの仕事を補完し合って仕事を進めているというような評

価を下しているところであります。 
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○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今も質問したのですが、グループ制そのものの見直しをするという考えはないというこ

とですね。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 グループ制自体の評価の中では、これを係制に戻すというような形での考えは、今のと

ころないということで、ご理解願いたいと思っております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 グループ制の中で、特に私的には、総括主査の位置づけがあいまいな感じで、中途半端

と思われます。主幹は管理職で、総括主査は一般職であると。同じ仕事の責任を持つ中で、

矛盾が生じてこないのかなという気がするんですが、その辺はいかがですか。 

○田中委員長 

 総務課長。 

○総務課長（柏木繁延君） 

 主幹と総括主査の位置づけのご質問かと思いますが、主幹はご案内のとおり管理職とい

う位置づけで、総括主査は一般職という位置づけでありますが、その中のグループの中で

のリーダーということで、主幹と総括主査が存在するわけであります。 

 しかしながら、職階制の中で主幹と総括主査とが区分されてるという状況の中にありま

すので、あいまいというご指摘が正しいのかどうかという部分については、今のところそ

れはあいまいという指摘は、私どもでは評価しておらないという状況にありますので、ご

理解願いたいと思っております。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次、進みます。２項総務管理費・１目一般管理費、１６ページ～１７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○田中委員長 
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 なければ次進みます。２目財産管理費３目地籍管理費、１７ページ～１９ページ。一括

で審査お願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、次に進みます。４目広報費、１９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。５目自治振興費、１９ページ～２０ページ。 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １９ページの自治振興費の中の１９節負担金補助及び交付金のことについて、お伺いい

たします。自治会活動の振興で、運営交付金は２９全自治会に交付されておりますが、各

事業交付金については、花いっぱい事業や敬老会についてやっている自治会と、やらない

自治会が固定化されていないかと。実態をどのようになっているのかなと思って、お伺い

したいと思います。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今の委員のご質問でございますが、まちづくり地域活動交付金の中におきまして、協働

共生のまちづくり事業交付金の中で、花いっぱい事業、それから高齢者事業等々の事業を

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、２９自治会のうち２

１自治会で実施をしているという状況でございます。あと、高齢者生きがい事業等々の高

齢者サロン等についても、５自治会において実施をしているという状況でございます。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 こういうことで、自治会活動についても、少しマンネリ化になっている傾向があるので

はないかと感じておりますが、その辺はいかがですか。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今、委員のご指摘のとおり、マンネリ化になっているではないかというご質問でござい

ますが、これは総合計画等々で謳っております、花緑、交流のまちづくり事業の一環とし
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て、各自治会におきまして、環境美化も含めた中で展開をしているということでございま

すので、私どもとしてはマンネリ化はしていないで、まちづくり事業の一環として推進を

していただいていると認識しております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 農業地帯の自治会が世帯数が減少して、また逆に、清里市街の世帯数が今多すぎる状況

にあるというのも、ちょっと一因となっているんじゃないかなと思うのですが、自治会再

編について、その辺はどのように考えておられるのか、ちょっとお伺いしたいのですが。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 自治会の再編につきましては、確か２年ほど前の質問の中で、池下議員から同じような

質問があったかと思っておりますが、各自治会におきましては、長年そこの自治会ができ

ました歴史ですとか、いろんな状況の中で一概に自治会の統合ですとか、その辺はなかな

か今、現在は難しい状況にあるのではないのかなと認識しております。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。他、ありませんか。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 １５節工事請負費、地デジ共聴施設の中で、難聴地域の解消に向けて町が取り組んだ結

果がございまして、かなりそういう部分では改善されて良くなったと聞いています。ただ、

やはり中には映りが悪いって話もあるのですが、それについて、その後の調査等が行われ

ているかどうか、お聞かせ願いたいのですが。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今のご質問でございますが、札弦・神威地区の地上デジタル放送の整備につきましては、

対象世帯としまして１５１世帯、札弦南で１２０、神威で１３１という状況の中で整備を

させていただいたところでございます。今、委員からご指摘のありました、整備後の状況

でございますが、一部の方からやはり映りが悪いというようなご報告も受けておりまして、

その後、現地の調査等々を行っております。その結果、整備後の状況としましては、今の
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ところ問題はないと受けております。あとは個人の自宅の中の配線ですとか、いろいろな

状況があり考えられるのかなということで、その辺は丁寧に説明等々をしてまいりたいと

考えております。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 理解しました。 

 

○田中委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 先ほどの１９節負担金の中の地域活動推進事業交付金ですが、１,１００万という大変大

きな金額で、これは事業としては、いろんなものが入っているから大きいわけであります

が、一つひとつの会計の中身が全く私たちにはわからないので、参考までに１点だけ、ま

ちづくり運動推進協議会という部分で予算１００万円と載ってございます。実績は半分ち

ょっとということで落ちてございます。これらの要因を教えていただければと思います。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今のご質問でございますが、まちづくり運動推進協議会運営交付金ということで、１０

０万円を当初予定しておりました。内容につきましては、まちづくり住民大会費用に関す

る費用という形で計上させていただいたところでございます。実施にあたりまして、講師

の方の旅費ですとか、そういうものを精査した結果、５０万近くの減額という形になって

ございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 その関係で、まちづくり住民大会については毎年やられているという中で、先ほど言わ

れたようにマンネリ化がないののかなということを心配するわけでありまして、明年度以

降と言うか、次に向かってどのような考え方でおられるのかをお聞きしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 
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○町民課長（澤本正弘君） 

 ご指摘のとおり、まちづくり住民大会につきましては、なかなか若い方々の参加ができ

ていないという状況でございます。昨年、一昨年から、まちづくり住民大会におきまして、

新たに交流事業ということで、住民大会の後に参加された方々と講師の方々との交流を含

めた中で、いろいろな意見反映をさせていただきたいということで、実施をしてきている

ところでございます。今年度もそういう交流事業も含めた中で、若い方々が参加できるよ

うな体制づくりを作ってまい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。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。他に。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 まちづくり事業なのですが、おそらく、これは町長の公約にあります、協働なり共生と

いう部分では、重要な事業の位置づけと捉えて良いのではないかと思うんですよね。その

中で、全体的に一つの成果としては、いろんな形で評価されているのもあるのですが、実

際には２００万円の補正のマイナスが出ている。これは、細部にわたってお金が使われな

かったような部分があるみたいなのですが、満度に消化していくというような形を建前に、

やはり、各地域でのそういう住民の動きというものを、奮起できるような形の働きかけを

していかなくては、ますます、この人口減少の中でも地域の活性化はあり得ないのではな

いかなと。是非とも明年度からに向けても取り組んでいく事業としては、満度消化してい

けるようなもので進めていく形を取ったらいかがかなと思いますが。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 まちづくり交付金事業につきましては、特に平成２３年度に自治会だけでなく他の団体

が交付金を活用しながら、自らの企画で、自らの立案で事業展開するような形で、交付金

の見直し等々も行ってございます。特に、平成２４年度につきましては、９団体が１１事

業、魅力あるまちづくり事業を展開しているところでございます。特に、若い人たちによ

る子ども雪まつり事業ですとかサンタ事業、そして、７年振りに復活した盆踊り事業など、

各団体がいろいろな事業を展開しているということでございます。今後も、さまざまな団

体がまちづくりに向けた事業が展開できますように支援をしてまいりたいと思いますおで、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○田中委員長 

 それでは、次進みます。６目交通安全対策費、２０ページ～２１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次、行きます。７目防災対策費、２１ページ。 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ２１ページ、防災対策費の中の１９節負担金及び交付金について、お伺いいたします。

私、去年もこの項目で聞いたのですが、斜里岳の登山者の方が怪我をされた場合、斜里町

の遭対協及び警察だけじゃなく、清里消防も現場まで行った方が良いのではないかという

質問をしたのですが、副町長から今後検討するといった答弁をいただきましたが、その後

具体的な検討をどうされたのか、お聞きしたいのですが。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 網走地区の遭対協の山岳救助と、消防の救急の際の救助の関係は、区分けして考える必

要があるのかなと考えております。従いまして、消防は消防組合の方で例えば、斜里岳か

らの救助の要請があった場合、どのように対応していくのかという部分については、消防

組合の方での対応になろうかなと考えております。 

 従いまして、これにつきまして、今は総務課が答えるべきものなのかどうか、判断に苦

しみますが、全体的な調整の部分で、副町長からの答弁になろうかと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

○田中委員長 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ただ今の池下委員のご質問にお答えいたしますが、今、前までは消防は斜里岳の山小屋

まで救急ということで行こうということで、原則そのような形をされております。今後、

どうしたら良いのかというお話もありまして、山に行けるべく、装備を今年からも予算化

いたしまして、徐々に揃えていっておりますし、現に、本年度は消防組合におきまして、

山に登ったりということで、徐々に山の方に入る訓練もしてございますので、今後、本当

に危険な場合については別でございますが、救急の要請があった場合には、対応できるべ

く用意をしていると、ご理解いただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 他、ありませんか。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次、進みます。８目町有林管理費、２１ページ。 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 １３節委託料で、昨年から比べると若干少ないような感じもしますが、この中身につい

てどのようなものなのか、説明していただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 １３節の委託料ということで、説明を申し上げたいと思います。総額８８万９,１５７円

でございますが、内訳といたしましては、町有林の林道整備に係る委託費が４万９,７７０

円、町有林の立木調査業務委託に係る経費が７７万６,５９７円、青葉町有林の林道草刈り

に６万２,７９０円となっております。以上です。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 この中には今、金額的に説明していただいたのですが、例年のごとく、草刈りだとかそ

ういうものは含まれていないのでしょうか。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 下刈りとか間伐などの経費につきましては、工事請負費で予算を計上しているものでご

ざいまして、この委託料につきましては、青葉町有林の林道の草刈りとか、林道の整備に

係る経費に使用しているものでございます。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。他に。 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 予算より２７０万減額になっていますが、その要因は何がありますか。 
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○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町有林の立木調査業務委託料、これは、町有林管理計画を策定するために、町内の町有

林の状況はどうなっているかということの、毎木部分的調査を実施するものでございまし

たが、当初、２００万とかかかるということで予算計上しておりましたが、実際は７７万

６,５９７円で済んだということでの差額分を、減額補正させていただいたものでございま

す。 

 

○田中委員長 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 そうしたら、町有林の伐採計画が始まって、実際始まって伐採して、売り方が変わった

のですが、調査自体は今までと同じように調査をして、今後も立木調査をやって予算を立

てていかれるのですか。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 平成２４年度に行いました毎木調査につきましては、町有林管理計画を策定するために、

町内全体の町有林を部分的に抽出して調査を行ったものでございます。ただ今、委員から

ご質問がございました、皆伐に伴う調査につきましては、来年度以降も皆伐する所の場所

の全木調査を実施いたしまして、皆伐を進めてまいりたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

 

○田中委員長 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 １８節の備品購入ですが、認識がなかったので、具体的にわかれば何の備品なのか。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 森林所有者情報整備事業といたしまして、町有林の測量などに使うＧＰＳの機器を購入

したことに伴う経費となってございます。内訳としまして、機器については１９６万３千
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円、それに伴うプリンターとかレーダー等の機器が約９０万円ということになってござい

ます。以上です。 

 

○田中委員長 

 他、ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なしということですので、次に進みます。９目支所及び出張所費、１０目緑センター費、

２１ページ～２２ページ。一括で審査お願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。１１目顕彰費、１２目報酬等審議会費、２２ページ～２３ページ。一括

でお願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。１３目職員福利厚生費、２３ページ。 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ２３ページ、１３目職員福利厚生費、１１節の需用費の中の修繕料についてお伺いいた

します。現在の職員住宅の管理戸数は、何戸あるのですか。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 職員住宅の現在の管理戸数でありますが、羽衣南の単身者用アパートを含めて、全体で

５４戸の管理戸数となっております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ５４戸ということで今、お聞きしましたが、職員住宅の５４戸のうち、下水道につなが

っていない戸数は何戸ぐらいありますか。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 
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 全体の中の６軒でございます。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ６戸の下水道につながっていない職員住宅について、今後、具体的な取り壊しの計画は

あるのでしょうか。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今後の職員採用及びこれらの管理計画の中で、必要に応じて考えてまいりたいと思って

おります。必要なものについては行いますが、今後それらの職員の入居状況、入居要望状

況に応じた形で考えていきたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 入居の状況をということであれば、壊さないで適度に入居をさせていくと、私は理解す

るのですが、そういった中でやはり、この職員住宅というのは街中にあるので、しっかり

とした下水道完備をしていくということが、やはり前提にあるのではないかなと思います。

と言うのは、一般町民が住宅を建てる時に下水道完備は基本中の基本でありますし、行政

が持っている職員住宅が下水道完備がなされていないというのは、ちょっと恥ずかしいと

思うのですが、その辺いかがですか。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 先ほどご答弁申し上げたとおり、職員住宅の現在、下水道につながっていない住宅につ

いては、恒常的に入居をさせるというような住宅という考えよりも、短期的な形で、今回

の消防職員住宅の改修によって一時居住するというような使い方を、現在もしております

ので、恒常的に使っていくというような形であれば、下水道につなぐのもやぶさかでござ

いませんが、現在の形での活用の方法では、なかなか下水道につなぐまでに及ばないとこ

ろであります。 

 また、この職員住宅についても、今後何がしかの形でこのまま継続していくのか、ある

いは取り壊しを含めて考えていくのか、検討の余地があると考えております。 
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○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 職員住宅の整備計画というのを、具体的に持っておられるのか。 

 また、職員も町営住宅に入居を前提としているのか。その辺はいかがですか。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 現在の考え方としては、町民に先立って町営住宅入居ということはなかなか難しいとこ

ろがありますが、必要に応じて町営住宅に入居ということも考えながら、職員の住宅につ

いては考えていくというところで、過去もそうでありますし、これからもそういう形にな

ろうかなと考えております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 と言うことは、具体的には職員住宅の整備計画はないということですね。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 委員ご指摘の整備計画というのはどういう形のものなのか、若干わからないところがあ

るのですが、入居職員の採用状況、あるいは職員のいわゆる結婚、退職、こういったもの

を勘案した中で、全体の配置を考えていくということが整備計画であるというならば、そ

れはそうであるということであります。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 以前は、公営住宅も一遍に何戸も造っていた時がありました。その時に、我が町の役場

の中にいる職員たちは、結婚している人もしていない人も、さくらんぼ団地であったり、

羽衣南であったり、羽衣第１であったり、いろんな所に職員も入っていたのですが、今の

公営住宅の建て方というのは、ほとんどが１棟４戸を年に１棟とか、何年に１棟とかとい
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う状況の中で、ほとんど町職員が入る余地はないと思うのですよ。そういった中で、皆が

皆、家を建てられるのかと言ったら、必ずしも建てられる状況ではない人もいっぱいいる。

私はそういうことを考えた中で、職員住宅はやはり、ちゃんと整備していくという方向付

けでいった方が良いんじゃないかと、そういう思いで聞いているんです。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 このような、なかなか財政の厳しい折に、先んじて職員住宅を建設するというのが、町

民の理解を得られるのかどうか、その辺も十分勘案しながら、職員住宅については考えて

いきたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 だからこそ、職員住宅がこうやって下水道につないでいない戸数が何戸もあるならば、

そういう所をしっかりと整備した中で下水道も完備し、やはり子供なんか増えていくと、

多少でも広い所に移りたいと。これは人間誰しも思うことですよ。であるならば、こうや

ってつないでいない所をリフォームするなり。うちの町のリフォーム事業で、いろんなこ

とをやっていますよ。応援していますよ。但し、うちの町の業者を使ってくれということ

でやっていますよ。であるならば、町が率先してこういう事業をやっぱり後押しするよう

なことで、私はリフォームとかそういうものを充実させて、職員住宅の完備というものを

求めていきたいなと思うのですが、その辺いかがですか。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 池下委員の職員住宅なり、職員に対する温かい思いを十分受け止めて、今後、職員の住

宅、また、住宅建設に関しては、検討してまいりたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 では、次へ進みます。１４目総合庁舎管理費、２３ページ～２４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 
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 次に行きます。１５目行政情報システム管理費、２４ページ～２５ページ。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 １３節委託料の中で、光ファイバー保守委託料ということで、点検費用が計上されてい

ますが、昨年もちょっと話したのですが、この町有財産の管理ということで、近隣の中で

も光ファイバーの切断事故が散見されていると聞いております。やはり、どうしても一番

問題になるのは、農家の取付道路等々の横断。だんだん機械化で、大きな機械になってき

た中で、特に危惧しなければならないのですが、その点についての啓蒙活動、ＪＡにそう

いう形がとられているのかどうか。改めてちょっと説明願います。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 委員ご指摘の光ファイバーの敷設に関わる農作業と言いますか、に関わる断線の注意喚

起について、これをＪＡに喚起しているのかというところでありますが、今のところ、協

議はしていないのが実態でありますが、必要に応じて我々も、この光ファイバーの敷設の

部分の具体的な危険箇所等々については、今後十分に調査して、必要に応じて高さを変え

るですとかいったことも考えていかなければならないと思っておりますので、今後、十分

調査をしていきたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 やはり、本当に高額な財産と捉えておりますので、管理というのは重々、細かな管理を

していただきたいのと、そういう部分でＪＡを活用した中の断線事故の啓蒙活動も一緒に

なって提案と言うか、進めていただきたいと思いますので、迅速に進めていただきたいと

思います。 

 

○田中委員長 

 他、ありませんか。なければ次に進みます。１６目管内町村公平委員会費、２５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ここで、総務費が終わるわけですが、全体通じて質問漏れがございましたら、受けたい

と思いますが。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、ここで説明員交代となります。暫時休憩いたします。 
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（説明員交代） 

○田中委員長 

 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、

２６ページ。一括で審査お願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次です。３目花と緑と交流のまちづくり事業費、２７ページ～２８ページ。 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 花と緑と交流のまちづくりについて、１３節の委託料でありますが、昨年も伺っている

ところでありますが、これはシルバーに委託されておられるのか。その辺ちょっと伺いた

いと思います。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 １３節委託料の花壇設置等業務委託料９０万２,４９２円につきましては、シルバーによ

り委託を行っております。器具等製作業務委託料の６３万円につきましては、業者に業務

を委託し、製作しております。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 これは昨年にはなかったと思いますが、今回、こういう名目で出てきているわけですが、

個数的には何ぼか増やしたのですか。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 器具等製作業務委託料の６３万円につきましては、昨年度、役場の前とか、街の中心部

のポケットパークの所の花壇を大きく整備するのにかかる経費などでございます。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 
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 ちょっと、これと関係あるかどうかわかりませんが、レストハウスの所にも花壇を置い

てあったと思うのですが、これをどこかに移動したような話もちょっと聞いているのです

が、その後どうなっていますか。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 本年春に、レストハウス前に看板を設置したところでございますが、いろんな事情がご

ざいまして、その看板につきましては、緑清荘の北側の正面玄関前に移設し、町民に見て

いただいているところでございます。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 だとするならば、これは町民からもちょっとそういう話がありましたし、耳にしたもの

ですから、今、伺っているわけでありますが、やはり、花と緑と交流のまちづくりと言う

イメージからしても、レストハウスは実際に今現在、開けているわけでありますから、緑

清荘の方に持って行ったで済むような話では、いけないのではないでしょうかね。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 レストハウスにつきましては、現在、営業をしているところでございますが、レストハ

ウスが閉鎖するということが決まった段階で、レストハウス周辺の花壇の管理の問題もご

ざいましたので、とりあえずは場所を一番人通りが多い所ということで緑清荘に移設をし、

管理を進めたところでございます。また、来年度以降につきましては、レストハウスの状

況も十分見極めながら、設置についても十分検討してまいりたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 ですから、何回もくどいようですが、こういう製作されたということで、金額を挙げて

いるわけですから、そこの場所から緑清荘に持って行かれたということですが、そうした

ら、現在はそこには何もないということですか。 

 

○田中委員長 
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 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 現在、レストハウスの所から焼酎工場に向かって行く広場の入り口に看板を設置してい

たわけでございますが、緑清荘の方に移設したことによりまして、現在は看板は設置して

いないという状況にございます。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 看板はわかるんですが、私が言っているのは緑清荘に持って行った、こういう樽式の物

が移動したということだと思うんです。ですから、その持って行った物を戻すことも可能

でしょうが、今現在、そこには何もないのかということです。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 現在はレストハウスの所には設置してございません。従いまして、ない状況でございま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 くどいようですが、レストハウスが実際、今はトイレ使用のために開けている。正式に

は今、公募中ですが、今は開けているわけですよ。ですから、この花と緑のまちづくりと

いう観点から言っても、やはり、そこにあった物を他に持って行って、そこをそのままに

しておくということが適切であるかないかということなんですよ。ですから、そういうな

くなったからと言って、それで済まされるようなことなのかということを聞きたいのです。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 まちづくりの観点からいきますと、レストハウスの所は多くの観光客や人が来る所でご

ざいますので、花壇などを設置して整備すべきところではございましたが、先ほども申し

上げましたように、閉鎖するという事実が起きまして、その後の管理、運営的な部分もご

ざいまして、やむを得ず緑清荘の方に移設をしたということでございますので、ご理解を
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いただきたいと思います。 

 なお、レストハウスにつきましては、ただ今公募中でもございますので、今後の状況を

見据えた上で、また、設置をするなどの検討を十分図ってまいりたいと思っております。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 花と緑と交流のまちづくりなのですが、当初の予算で２,６３５万の計上をされて、５４

５万が補正という形になっていますが、実際には事業が縮小されたとか、そういうような

部分での要因での現行予算までいった部分なのかどうか、お伺いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただ今の花緑事業全体予算の減額した部分ということでの、教育委員会所管でございま

す海外研修の部分で１つ要因がございますので、この関係につきましてご説明をさせてい

ただきたいと思います。一般町民の海外研修派遣事業、まなびすと事業ということで、当

初１８０万円の予算計上をしておりましたが、平成２４年度におきましては、その参加者

がおりませんで、その部分を減額措置をさせていただいたところでございます。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今、海外研修の１８０万が減額になったとのことですが、あとの残りは相当額があるの

ですが、それらの要因については。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 財政的な部分から不用額の主な要因について、今ほど生涯教育課長から海外派遣研修事

業の関係で、一般高校生も含めた形で概ね３００万程度の、３８０万ですか、の減額補正

をしたところであります。また、その他、細々とした使用料及び賃借料、委託料、普通旅

費、報償金等もございますので、こういった減額補正になったということをご理解願いた

いと思います。全体含めてでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

○田中委員長 
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 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 全体ということで、細かいことは良いですが、この事業というのは、おそらく５次の総

合計画、この重点プロジェクト、ましてや町長の庭園のまちづくりの部分、いわば一つの

花形事業です。そういった形の中で、先ほども事業の中での縮小した部分、補正になった

部分もちょっと指摘したわけなのですが、実際にそういうメインとなるような事業の部分

で、僕は事業費はあくまでも十分に消化していくべきではないかなということを言いたい

のです。 

 春に予算の段階の時にも、都市等農村交流事業だとか、具体化したような形で取り組ん

だらいかがですかというような部分でしたが、そこら辺についても、どれだけ具体化され

たのかという部分も含めてなのですが、ただ、海外研修等で参加者もいなかったと。そう

なると、違う形でいろんな形で事業費をどっちへ回してということも、ちょっと法的な部

分もありますから、そんなに自由がきかないのかもしれませんが、やはり当初計画した部

分での予算をきちっと消化していけるだけの、いわば事業の中で展開してくということが

大事じゃないかなと思って、質問したところでございます。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今、委員のご指摘のとおり、必要な事業を消化しなかったという部分もあるかと思いま

すが、そういった部分は今後、点検をかけて、現課の各課の節約ないし効率的な予算の活

用といった部分もありますので、その辺の区分けをしっかりできるような形で、点検を図

っていきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今後、点検を図ってってことなのですが、今、最後の方に触れました、都市等農村交流

という部分で、鶴ヶ島なり、そういう形での交流があるのですが、これはどれだけ具体化

されたというような認識でおられるか。そこら辺についてお願いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 私の方から概略を申し上げて、詳細は所管課長から答弁すると思っておりますが、ご指

摘のとおり、佐野市、鶴ヶ島市というようなことで現在、交流を図っているところであり
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ます。それが、具体的な経済交流までに発展したのかと言うと、なかなかそこまでいって

いないと。入り口の状態なのかなと。今後、佐野市についてはＪＡが中心となってやって

いますので、その辺のあり方についても検討していく事項なのかなと。 

 あと、鶴ヶ島市につきましても、なかなか町の規模も、鶴ヶ島市は東京都のベットタウ

ンでもありますし、私どもの町とこれからどんな交流が効率的に行われるべきなのかとい

う部分も含めて、まだまだ検討の余地があるのかなと思っております。具体的な形での交

流につきましては、所管課長が答弁するということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 都市農村交流の関係で、鶴ヶ島市とは例年、清里町の農産物等を持って行きながら、向

こうの祭りで販売する、交流を深めるということを、継続してきているところでございま

すが、例年、７人の方が行っております。商工会の青年部、農協女性部などと、いろんな

清里の特産品等を持って行きながら、向こうと交流をしてきているということでございま

して、清里町の特産品が鶴ヶ島市の方で少しずつＰＲされてきているという事実はあると

思っております。しかしながら、相互交流という面からいきますと、向こうからなかなか

こちらに来ていただける機会が少ないということもあろうかなと思っております。そのよ

うな中で、近年行っているのが、清里町の情報クイズみたいな形で、向こうの方に商品を

プレゼントするというような形を過去続けてきておりまして、今後は両町で相互にやれる

ように、清里町の方にも鶴ヶ島の方からプレゼントをいただけるというような、相互交流

を深めていきたいということで今、検討を進めているところでございますので、いろんな

形の中で交流を密に深めてまいりたいと、このように思っております。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今後、そういう形の交流をということなのですが、もう長いですよね、結構。その中で、

うちの町も幾分か観光ということで、ここ何年か動いているわけですが、そういった時に、

接触のある部分から、やっぱり観光の部分は切り開いて行かなくちゃいけないのかなと。

そうなると、これだけ長い年数いろんな交流をしながら、そういう展開がなかなかできて

いなかったというのは、十分に反省してもらって、やはりお互いにもう少し、多くの人間

が交流できるような部分は、つくっていかなくてはいけないかなと思っているんですよね。

ただ、ここに限らず、いろんな形でおそらく外からお客さんを呼んで、という形の取り組

みはしていかなくてはいけないかなと思いますが、今回でも、計画が７名で、参加が７名

なのですが、主要な部分だけでなく、やっぱり一般町民も加えた中で交流していけるよう

な、そういう形のものも当然、必要でないかなと思っておりますので、今後、そういう部

分で検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。 
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○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 今まではどちらかと言いますと、７名も商工青年部とか、農協女性部というような形で

きておりますが、今後は今、委員からもございましたように、清里も６次化の部分とかで、

いろんなことを関わっている方々も来ておりますので、幅広く人数を募りながら、多くの

方々との交流ができるように、進めていきたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっと関連する質問なのですが、今、鶴ヶ島あるいは佐野市ということで、日本向け

の交流事業ということで、勝又委員から指摘があったのですが、私は今度は海外交流とい

う観点から、今回、１８０万近い予算計上の中で執行されていない。やはり５００万近い

未執行額の中でそれが大きいのと、ちょっと見てみますと、やはり高校生に対する援助の

中で、総額１千万のところが８００万くらいで収まったと。そういう部分で、総額３８０

万か、４００万ぐらいの減額なのはわかったのですが、やはりもう一度、そこの高校生の

海外研修と絡めて、今回、モトエカ高校と姉妹校提携、かなり密接に今、活動をされてい

る。本当にそれには敬意を表しているところであります。 

 ただ、やはり長い目で国際交流を考えると、直接若い世代の人たちも、直接ニュージー

ランドモトエカに同じようにどうでしょう、送ると言うか、そういう交流も考えてはどう

かなと。以前はまなびすととか、そういう団体の中の交流関係もあったと思いますが、単

独で行政が交流の中でアプローチして、その交流、大変難しい部分があるかと思いますが、

そういう部分の産業間の交流、できればそういうことも視野に含めた提案。未執行で海外

交流事業が１８０万執行できなかったのですが、そういうチャンネルもちょっと持ったら

どうかなと思うのですが、それについて大変難しいとは思いますが、その点について、何

かあればちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 一般の町民海外派遣研修の関係につきましては、まなびすと海外派遣事業ということで、

平成１９年度よりそれぞれのテーマに応じた独自の研修ということで、町の方から支援を

させていただいておりまして、フランスカントリーホームですとか、ＪＡの青年部の研修

等を参加があった状況でございますが、平成２４年度におきましては、その参加がなかっ

たと。教育委員会、町からも当初、広報を通じまして募集をし、その応募の状況によって、
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再度お知らせ版を通じて１１月にも募集をし、また、各団体、関係団体にも文化関係です

とか、体育関係のそういった情報提供しながら、参加を呼びかけてきたところございます

が、実際には昨年度はなかったということで、先ほど前中委員がおっしゃっております、

ニュージーランドモトエカとの交流という部分におきましては、平成１９年からは一般の

派遣はされていないと。向こうの友好提携再調印等の関係で、町理事者あるいは議長さん

が行ったという経緯はございますが、一般の参加というのはなかったという状況にござい

ます。そういった状況を踏まえまして、今後、高校生の方も清里高校とモトエカ高校の姉

妹校提携もされて、現在、交流が盛んに行われているところでございますので、そういっ

たつながりの部分ということで、教育委員会としましても再度、ニュージーランドモトエ

カ方面へのそういった研修について企画をし、町民の方々の募集を募って、一層、交流を

深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。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 なるべく一般町民も交流できる形を、やはり模索した方がいいんじゃないかなと思って

いる一人でもあるので、大変難しい部分もあるとは思いますが、ニュージーランドの派遣

ということも、やはりもう少し熟慮しながら進めていただければなと思います。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 私もこの項目に関して、ちょっと質問したいのですが、先に勝又さんの方から質問があ

りましたので詳しくは聞きませんが、先ほどから埼玉県の鶴ヶ島、それから佐野市は出て

くるのですが、新潟の上越市とは、いつから交流がなくなったんですか。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 上越市につきましては、過去に清里村との交流があったということで、清里村が上越市

に合併した段階から相互交流がなくなったと理解しております。具体的な年度については、

今、資料を持ち合わせておりますのでお答えできませんが、合併が契機となったというこ

とで、ご理解願いたいと思います。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 
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○池下副委員長 

 何か、この相互交流というのが、名目だけで一方通行になっているようなところが見え

るのですが、相手側がこの実態をどのように捉えているのか、その辺はわかりませんが、

清里町側として清里町自体で今後、やっぱり根本的な見直しというのは考えているのか。

先ほど課長の答弁もありましたが、お互いに交流を深めていきたいと考えているというこ

とでありますが、ただそれだけなのかなと。もっと根本的に見直すところはないのかなと

いうところはいかがでしょうか。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 鶴ヶ島市につきましては、基本的には佐野市のように農協などが入りまして、実際にお

互いに物と物との交流が図れるような形になることが望ましいと思っておりますが、鶴ヶ

島市につきましては、しばらく交流はしておりますが、なかなかそこまでまだいっていな

いというような状況です。以前は清里町のふるさと産業まつりに来ていただいたこともご

ざいますが、この時期になりますと、鶴ヶ島市の方ではシクラメンだとか、いろんなもの

が栽培されておりますが、それらのものも時期的にずれてしまうというようなことで、な

かなかこちらに持ってくる商品が少ないということとか、いろんな課題もございまして、

現在は相互交流、人的相互交流はなされていないわけでございますが、せっかくここまで

両町の絆が深まってきておりますので、先ほど申しましたが、何らかの形で交流ができる

ことを模索していきたいと考えているところでございます。 

 

○田中委員長 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 どこでしゃべろうかと思ったのですが、花緑ということで、町民から１回言ってくれと

言われたので。役場の前に花壇があるんですが、ちょっと寂しいんじゃないかと。誰が管

理しているのか。花が枯れそうになっているので、管理はどこがどうやってやっているん

だろうと。町の役場の前の看板になるので、もうちょっときれいに飾れないものか。飾れ

ないのなら取ってしまった方が良いのではないかと言われた経過がありますので、その辺、

誰が管理しているのか。日常やっているのか。きちっとしていただきたいと思いますが。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 役場の前庭の花壇のお話かと思うのですが、ここは庁舎管理ということで総務課所管で

管理をしておりますが、具体的には日常の管理はエリア、エリアに分けて、職員が各課ご



39 

とにエリアを決めて、ボランティアでやっていただいているのが現状であります。委員ご

指摘のように、若干寂しいのではないかというご指摘がございましたので、次年度以降、

どなたが見ても「おぉ、やってるな」と思うような形にしてまいりたいと思いますが、こ

れも主観的な問題ですので、なかなかご希望に沿えるのかどうかという部分はありますが、

ご指摘を十分に受け止めたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 他にございませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、次に進みます。４項徴税費・１目徴税費、２８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次行きます。５項戸籍住民登録費・１目戸籍住民登録費、２８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。６項選挙費・１目選挙管理委員会費、２目衆議院議員選挙費、２８ペー

ジ～２９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。７項統計調査費・１目各種統計調査費、２９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次進みます。８項監査委員費・１目監査委員費、３０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、ここで説明員の交代となりますが、質問漏れがありましたら。 

（「なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、１０時４５分まで休憩いたします。 

                             休憩 午前１０時３９分 

                             再開 午前１０時４７分 

○田中委員長 

 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、３０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、ここで説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

○田中委員長 

 審査を再開いたします。３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費、３０ペー
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ジ～３２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２目障害者自立支援費、３２ページ～３３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、次に進みます。３目福祉サービス事業費、３３ページ。 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 この配食サービス事業の委託料なのですが、参考までに配食の食数と言うか、該当する

人数と言うか、それを教えていただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 配食サービス事業委託料についてでございますが、配食サービス事業につきましては、

社会福祉協議会の方に委託をして行っていただいている事業です。２４年度の実績では、

延べ１８９名の方に利用をいただきました。月平均にしますと１５．８人程度ということ

で行っています。以上でございます。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 すみません。ここに配食サービスの計画と実績が出ていましたね。それで、どうなんで

しょう。これ、２４年度、２３年度くらいから増加傾向にあるのかどうなのか。そこら辺

をお願いします。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 配食サービスにおいては、ほぼ安定した事業展開で行われています。ボランティアの皆

さんに協力をいただきながらという事業ですから、事業としてはボランティアの方を確保

していく。これは常にそういった課題は抱えておりますが、広くお願いをしながら、事業

をこのまま継続をしていきたいなと考えております。 

 

○田中委員長 
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 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 安定したというようなことで、そんなに数字的には変わっていないような状況なのかな

と。それと、ちょっと認識不足で申し訳ないのですが、配食を受けたいと言った時には、

希望されれば当然、それに対して対応していけるのか。あくまでも希望があった者だけと

いうような感じなのか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 当然、希望があってということではございますが、なかなか制度そのものの必要な方た

ちの理解というところでは、黙っていてはなかなか難しいかなと思いますが、これにつき

ましては、民生委員さんであったり、ヘルパーが訪問介護に入っているところであって、

それを補完するものであったりとか、あるいは家族の方から地域包括支援センターにいろ

んな介護不安等についてのご相談を受けますので、そういった時には、こういったサービ

スでつなぐこともできますよというようなことで、ご案内をしています。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちなみに１食いくらですか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 個人負担は３００円をいただいております。 

 

○田中委員長 

 他にありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に行きます。４目老人福祉費、３３ページ～３４ページ。 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ３０ページの老人福祉費の中の、１３節委託料の老人保健施設きよさとについてお伺い
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したいのですが、昨年度の入所率の実績はどのようになっておりますか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 平成２４年度におきます入所率ですが、定員７０に対しまして、平均が６８．６人とな

ってございます。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 現在の入所希望者の待機状況は、どのようになっているのか。また、そのうち町内の待

機者はどのぐらいいるのか。その辺お伺いしたいのですが。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 老健きよさとに対しまして、今、お申し込みをいただいている方は１４７名ございます。

内訳を申し上げます。清里町の方が５９名、斜里町の方が５８名、小清水町の方が２０名、

その他１０名という内訳になってございます。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 支障がなければ、今現在の入所数は７０名のうち、何人ぐらいおられるのですか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ９月１２日現在で報告をいただいているところでは、６６名となってございます。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 
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 これは、７０名の他にショートステイで確か２名の余力があると思うのですが、現在６

６名ということで、満床になっていない理由は、どういうところからきていますか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ６６名に対する４名については、空きベッドで置いてあるということではなくて、ショ

ートステイの運用はしてございます。最高７０床の空きプラス２ですから、６のショート

ステイの運用が可能となっておりますので、ショートステイなりの運用しておりますが、

現在、４名の空きにつきましては、現在の入所者と申込者とのマッチングと言いますか、

そういうようなところで、老健きよさとにおいては２人部屋ということになってございま

すので、その辺の組み合わせ等の問題もございまして今、４床と空いておりますが、実際

としてはショートステイなりで効率良く運用をして、これについては、入所７０人に今後

調整をして図っていくということですので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 確か先日の委員会の中で、課長は今いる目黒医師が退職を希望しているということで、

町長共々町ぐるみで医者を探していると聞いておりますが、今後、なかなか大変だと思う

のですが、今後どのような考えをお持ちなのか、ちょっとお伺いしたいのですが。 

 

○田中委員長 

 保健福祉部長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 医師招聘についての方針ということでよろしいでしょうか。これにつきましては、近隣

の病院においても医師の確保というのは大変苦労している中、まして介護老人保健施設と

なれば、それに適したお医者さんとなると限られてきます。ですから、確保するのは正直

申し上げて容易なことではないのですが、今現在は、北海道内のこういった医師確保に関

わる機関には当然のこと、北海道東京事務所の方に医師確保のための専任の参事がござい

ます。道外からも求めるということで、そちらの方とも連携を取りながら、老健きよさと

を紹介していただいているというところです。欲を言えば、地域がわかっているお医者さ

んが、もちろん理想なわけです。気候風土を知っているということは大変重要なことと思

います。ただ、北海道内の郡部においては、非常に全体としてこういった施設がなくても

医療機関全体としての医師が不足している中、なかなか難しいというところで、道外から

も求めるということで今、そういった北海道の東京事務所と連携を取りながら、紹介をい

ただきながら招聘にあたっているところです。なるべく早くとは考えておりますが、今の
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ところ確保には至っていませんが、今現在も関東の先生をご紹介いただいて、返事待ちと

いうところですが、なかなか具体的なところは申し上げにくいのですが、そういうような

ところであたっていただいているというところでございます。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今の課長の答弁の中でも、言っておりましたとおり、郡部の方はなかなか大変であると

私も本当にわかります。であるならば、郡部のこういった施設が連携を取りながら、実態

としては本当に大変だということはわかるんですよ。であるならば、国の方に法改正を望

むとか、そういうことは考えられないのでしょうか。いかがですか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 必ず現在であれば常勤１名、１００名以下の施設であれば、常勤１名の医師を確保しな

ければならない。ただ、生身の人間ですから、いつ休業される、あるいは退職されるいう

ことは当然考えられますので、その大枠での医師が不要というところは難しいにしても、

経過措置的なもの、あるいは対応なりは、機会を捉えながら要望してまいりたいと思って

おります。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 １９節のシルバーセンターの運営事業補助ということで出ていますが、これは今現在、

何名ぐらいの方が席をおいておられるのか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 シルバー人材センターにおきましては、平成２４年度においては会員５２名でございま

した。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 
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○村島委員 

 年齢的には何歳からが該当するのですか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 概ね６５歳以上としてございますが、概ねでございます。それはもっと若くご活躍いた

だいている方もいらっしゃいます。 

 

○田中委員長 

 他に。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、次に進ませていただきます。５目国民年金事務費、３４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に行きます。２項児童福祉費、１目母子児童福祉費、３４ページ～３５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に行きます。２目保育所費、３５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。３目子育て支援センター費、３６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、ここで説明員交代となりますが、質問漏れありましたら受けたいと

思います。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 １目社会福祉総務費の中で、２０節の扶助費の福祉灯油の関係なのですが、当初、補正

の中で２６０万の補正だったかなと思うのですが、その中で今回、福祉灯油扶助で７３万

９千円支給しているのですが、総世帯数をまず教えていただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今回、福祉灯油として支給をさせていただきましたのが、７２世帯となってございます。 



46 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 単価もお願いします。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 福祉灯油につきましては、１００リットル相当分の支給ということで、当時のリットル

当たりの単価１０４円でございます。１０４円ということでなってございます。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 当初は２００世帯ぐらいの概算で多分予算で算定したと思うのですが、この申請率と言

いますか、利用実態から考えると、利用しづらかったのか。それとも、そこまでの許容の

中での幅の中で７０何名で収まったのか。そこら辺をちょっとお伺いしたいのですが。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この福祉灯油事業は、灯油価格の急激な高騰による緊急対策として、低所得者の方に対

する支援ということで事業をさせていただきました。その中で対象にするところですが、

生活保護世帯、高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯ということの対象の分け。それと、

さらに低所得層に対するということで、収入の制限を設けさせていただきました。これに

つきましては、１人世帯については１００万円以下、２人世帯は１５０万円以下、さらに

世帯員１人増えるにつき５０万円を上乗せしていくという、所得の制限を設けました。こ

の所得につきましては、いわゆる高齢者世帯が多くを占めますので、そこで説明をさせて

いただきますと、通常の老齢年金の他、障害年金であるとか、遺族年金等の非課税収入も

加味した上での所得制限ということでございます。それで、実は障害者年金、遺族年金、

恩給等も含まれますが、これについては非課税の年金ということで、町での把握が困難と

いうことで、私たちの方で対象者と見込んだよりも多く、障害者年金、遺族年金を受けて

いる方がいらして、そんなには対象者がいなかったのかなと感じてございます。 

 

○田中委員長 
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 前中委員。 

 

○前中委員 

 大変よくわかりました。その非課税部分の見えない部分が、当初２００名ぐらいの福祉

灯油の対象者ということで、予算の提案があって認めたわけですが、実際問題、７０名と

いうことで、これだけの利用がないということに、何か理由があるのかなというところを

理解するのに、今の説明で十分理解できました。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと関連なのですが、成果の部分にある、６５歳以下単身世帯の１２４世帯の計画

が、実質５世帯となった経緯の中には、そのことがあるということで解釈して良いのかな。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 そうですね。障害者世帯等につきましては、障害者年金を受けていらっしゃる方が多く

いたとも推測がされます。その辺で、障害者年金が当初私たちが見込んだよりも多かった

ということも当然、一因として考えられると思っております。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 僕が言ったことがわかりましたか。１２４世帯、この成果の表の部分で、ここにある１

２４世帯が５世帯ですよ、実績が。計画が１２４で、実績が５世帯の部分です。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ６５歳以上、以下を今、取り違えておりました。そうですね。１２４世帯の６５歳以上

の単身者世帯として、これが該当するのではないかと判断しておったところですが、５世

帯ということは、やはり遺族年金であるとか、そういったものがうちの方で把握できない

年金が多かったと考えております。 

 

○田中委員長 
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 前中委員。 

 

○前中委員 

 そうであるならば、今後、もし同じような案件が出てきた時に、その適用基準の緩和と

いう言葉は適正ではないのですが、そういう形は今後、検討する課題として捉えて良いの

か。どうなのでしょうね。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 低所得層の方々のというところでいけば、該当しなかったとも受け止めてございます。

しからば、いくらならばというところになりますと、これについては今後の課題というこ

とで、ちょっと勉強させていただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。ないようですので、ここで説明員交代となります。暫時休憩いたしま

す。 

（説明員交代） 

○田中委員長 

 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、３６ページ～３

７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次進みます。２目予防費、３７ページ～３８ページ。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 予防費の扶助費ですが、予防接種ワクチン接種扶助という形で、今回されているわけで

すが、昨年も子宮頚がんワクチンに対して、強制ではないと言う答弁がありましたが、次

年度に向けた中で、大変今、話題にあがっている子宮頸がんなのですが、当町としては今

後、同じような形で執り進めるのか。若干、やはりその部分では接種者の数が減っている

のかどうか。その辺２点、合わせて説明願います。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 子宮頸がんワクチン予防接種につきましては、平成２４年度におきましては、任意の予

防接種ということで事業をさせていただきました。平成２５年度の予算につきましても、
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任意の予防接種ということで提案をさせていただいておりましたが、この３月１日に予防

接種法の改正案が国会提案になりまして、３月２８日に定期の予防接種ということに、法

令が改正になってございます。ですから、４月１日から、２５年度の話になりますが、平

成２５年度からについては、定期の予防接種ということに制度が改正になってございます。 

 そうしまして、委員が今、ご指摘の件は、子宮頸がんワクチンの予防接種の副反応に対

する対応ということだと思いますが、これにつきましては、６月１４日に厚生労働省の厚

生科学審議会、このワクチン分科副反応検討会というところで、ワクチンとの因果関係は

否定できないが、継続的な疼痛が本ワクチン接種後に特異的に見られるということで、副

作用の発生頻度等が明らかになり、国民に適切な情報が提供できるまでの間は、定期接種

を積極的に勧奨をするべきではないということにされました。これを受けまして、当日か

ら清里町としても、対象の父兄に対して情報提供をして、「副反応がありますよ。今現在、

こういうことが起きていますよ。」ということを十分説明しまして、具体的には、子宮頸

がん予防ワクチンというのはどんなものです、子宮頸がんというのはどんな病気です、効

果はどれほど見込めます、但し、このワクチンについてのリスクはこれほどあります、今

言われている副反応ということが出ていますと。それから、ワクチン接種後はこういった

ことに注意をしなければなりません、というようなことをお伝えをした上で、受けるかど

うかについては判断をしてください、というようなことでアナウンスをした上で今、続け

ていただいていると。ただ、そうは言われても、親御さんも当然ながら詳しいわけでござ

いませんので、どうしたら良いのだろうというなことの相談を受けますので、その方たち

については、今、国の方でも対応について検討しているので、しばらく待つというのも手

ではないかと。待っていただいたら良いのではないでしょうかということで、ご説明をし

ながら今、事業を続けているところでございます。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 厚生審議会の方で、６月１４日、副作用と僕らは考えてしまうのですが、その報告例が

報告されたと。その部分で今、課長の説明の中で、当町としても国の方向性を見極めなが

ら対処するということなのですが、もう接種が終わった中で、当町でそういう特反、副作

用と言ったらあれですが、そういう報告例があるのか、あるいはないのか。ないという話

は聞いていますが、その辺説明願います。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 当町におきましては、子宮頸がんワクチンの接種後の副反応と見られるような反応は発

生してございません。 
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○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 接種後、ある程度の猶予期間での発症例もあるという報告もあるのですが、それに付随

して、経過調査と言いますか、そういうのをやはり、国の中でするのか、行政単位ではな

いと思うのですが、その辺はどう捉えているのか。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 副反応が発生した場合の対応ということでございますが、これにつきましては、予防接

種健康被害救済制度というのが準備されております。本町においても、予防接種健康被害

調査委員会というのを設置、これは必要がある場合には設置しなければならないというこ

とで、これが医師４名を委任してございます。そういったことが発生した場合においては、

そういう医師４名に調査依頼をし、最終的には厚生労働省へ報告し、厚生労働省の判断に

なりますが、副反応対する被害救済ということにつながってまいります。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今後に向けて、やはり女の子がいる家庭は大変不安な部分がありまして、そこら辺、近

いうちには指針が出るかなとは思っていますが、町としても、次年度の中で、予防ワクチ

ン接種事業の中で進んでいるわけですから、やはりその辺も説明責任もありますので、今

まで以上に説明を果たしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○田中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この予防接種事業につきましては、丁寧に理解をいただきながら進めていく。これは当

然のことでございます。接種後の状況・反応等につきましても、これは中学校の協力もい

ただきながらやってございますので、ご本人あるいは親御さんから直接保健センターにも

ちろん連絡をいただいても構いませんし、気軽に相談できる養護の先生なりに相談をいた

だいて、こちらの方に連絡を取っていただくと。この辺については、悩まずに何かあれば

すぐ連絡をいただけるような体制を取って、さらには早く国が対策等、今後の方針を決め

ていただいて、それについても丁寧に説明をしながら、副反応さえなければ、かなり子宮

頚がんの発生に対する効果は高いと言われていますので、安全に事業展開できるようなこ
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とになればと考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。次進みます。３目各種医療対策費、３８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ４目環境衛生費、３８ページ～３９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ５目保健福祉総合センター費、３９ページか～４０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、４０ページ～４１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、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。 

                             休憩 午前１１時２３分 

                             再開 午後 １時００分 

○田中委員長 

 それでは、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、４１ペ

ージ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に行きます。２目農業振興費、４１ページ～４３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に行きます。３目畜産業費、４３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。４目農地開発事業費、４４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、次に行きます。５目道営整備事業費、４４ページ。 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 農道整備の関係について、質問したいと思います。１７号ですか、今、整備をしている

わけで、凍上防止ということで今、砂利敷きの状態で、従来の道路もそんなに広い道路で

はなかったのですが、さらに砂利を入れて盛って、上天板で相当狭くなっているわけです
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よね。来年辺りも家の前の１９号道路も整備するわけですが、どうも予算の関係もあって

なのかどうかわかりませんが、あまり意外に大型の機械が導入されて、コンバインもかな

り今、刈り幅も広いわけで、そういう中で、その実情にそぐわないような形の狭い道路の

整備がされているという部分で、そこら辺のことも含めて、道が取り組んでいる事業です

のでなかなか難しい部分もあるかもしれませんが、そういう形のある程度の拡幅のとれた

ような部分の要請もきちっとされたらいかがかなと、そのように感じるのですが、そこら

辺について、お願いします。 

 

○田中委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今ご質問のありました、１７号道路につきましては、道営の農道保全事業で現在、

実施しております。規格につきましては今、申し上げられたとおり、現道が４の６という

規格でやっております。これの規格につきましては、やはり交通量と現道がかなり傷んで

いることによる緊急性、この２点から、この事業により採択して実施しております。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 そのことはわかるんですが、後段の方のいわば整備の部分で、やはり実情を踏まえた時

に、おそらくセンターラインも引けるような道路ではなくなってしまうのかなと思っちゃ

うんですよね。そうなった時に、先ほども述べましたが、大型の機械が走る、またはビー

トの直送のトラックが走ったりとなると、安全性を考えた時には、ある程度の道路幅が必

要なのかなと感じるのですが、そういう部分で、道の方にもきちっと要請していくような

形の動きを取ったらいかがかなということを、お聞きしたわけでございますが。 

 

○田中委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 やはり事業採択、道営事業で行う上での事業採択の要件がございまして、そんな中で、

現在実施しております、４の６という規格で施工しております。望ましいのは、５５の７

５という広い２車線道路が望ましいのですが、現実的な中で、早急に整備を進めなければ

ならない点から、このような事業を展開しております。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 
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○勝又委員 

 今、課長から、早急にということだったのですが、早急でなければそういうことではな

いという解釈で良いのかな。 

 

○田中委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 時期だけの問題でもないのですが、やはり事業採択をなるべく早くする段階で、広い幅

員での事業を見つけるのにも今現在はなかったものですから、それで実施可能な事業とし

て、この農道保全整備事業による現在進めている規格を利用しての整備として実施してお

ります。 

 

○田中委員長 

 他にありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次進みます。６目清里地域資源活用交流促進施設費、４４ページ～４５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ７目札弦地域資源活用交流促進施設費、４５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 いいですか。８目農山漁村活性化対策費、４５ページ～４６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ９目団体営整備事業費、４６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２項林業費・１目林業振興費、２目自然保護対策費、４６ページ～４７ページ。一括審

査お願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次行きます。ここで、説明員交代となりますので、暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

○田中委員長 

 再開いたします。６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、４７ページ～４８ページ。

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２目観光振興費、４８ページ～４９ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ３目オートキャンプ場費、４９ページ～５０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ４目江南パークゴルフ場費、５０ページ～５１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次進みます。ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

○田中委員長 

 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、５１ページ～５２ペ

ージ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２目道路新設改良費、５２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２項都市計画費・１目公園費、５２ページ～５３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ３項住宅費・１目住宅管理費、５３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２目住宅建設費、５３ページ～５４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ここで、説明員交代となりますが、質問漏れがありましたら。 

（「なし」との声あり） 

○田中委員長 

 暫時休憩いたします。休憩中に、消防費の審査を行います。 

（休 憩） 

○田中委員長 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費、５４ページ。 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 消防費についてお伺いしたいのですが、救急隊員が現場に行って、医師の指示を受ける

場合、清里町は斜里地区消防組合であるために、斜里国保病院の医師の指示を受けている

と思いますが、また、町単独では小清水日赤病院ともそういった契約をしているのですが、
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なぜ、きよ里クリニックと指示要請の契約をしていないのか。何かあった時に、やはり平

日の日中であれば救急搬送も受け入れているし、そして、一番近いきよ里クリニックに指

示を受けるのが、私的にはベストではないかと思うのですが、契約をしていない理由とい

うのは、どういうことなのでしょうか。 

 

○田中委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（二瓶正規君） 

 今、委員ご指摘の関係でございますが、きよ里クリニックにつきましては、こちらの方

からも要請関係で再三、先生とはお話をさせていただいております。ただ、病院の方の受

入れとして対応ができないというお返事なものですから、なかなか強引に協定を結ぶとい

うわけにもいかないものですから、とりあえず今は、斜里国保と小清水日赤との指示要請

の協定を結んで、それで処理を行っているという形でやっております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 やはり、先ほど言いましたが、何かあった時に一番近い病院へまず、入れるという形が

一番良いのかなと。そういった中で考えると、やはり指示要請を受けるのも、そういった

病院の方が良いと思われる面が多いと思いますので、これからも、きよ里クリニックに関

しては、粘り強く先生とお話をした中で、進めていってほしいなと思います。 

 

○田中委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（二瓶正規君） 

 こちらの方としても努力をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ここで、交代となります。 

（再 開） 

○田中委員長 

 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、５４ページ

～５５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次進みます。２目教育諸費、５５ページ～５７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○田中委員長 

 次進みます。２項小学校費・１目学校管理費、２目教育振興費、５７ページ～５８ペー

ジ。一括審査でお願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。３項中学校費・１目学校管理費、２目教育振興費、５８ページ～５９ペ

ージ。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 １３節委託料、その中のグランド整備等業務委託料なんですが、４万５千何がしが支出

されているんですが、かなり中学校のグランドは風による砂ぼこりが多くて、特に今年は

かなり少雨の中で、特に夏場の話なんですが、網戸になっていた中で、嵐のような状態で、

校舎の中に砂ぼこりが入ったという子供の話なのですが、その辺の善後策が今後に向けて

何かあるのか。かなり固くなっている現実もあるんですが、その辺どう認識されておられ

るのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 前中委員からご質問がありました、中学校のグランドの関係ですが、この委託料につき

ましては、グランドの転圧、タイヤローラーによる転圧の経費になりますが、実際、乾燥

しますと、非常に砂ぼこりも飛んで、ちょうど風向き的に校舎側へ吹き付ける風が強いと

いう関係で、表土が芝の部分との段差もありますし、減ってきているというところも実際

にあろうかと思います。使用にあたりましては、運動会等でできる限り散水をするなりし

ながら使っていただいているという現状はございますが、状況につきましては、こちらと

しても認識をしておりますので、その辺は今後どういった手法が良いかを検討いたしまし

て、改善に向け調査し、行っていき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。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 前向きな検討ということで、理解しました。やはり、グランドの手前にグレーチング、

側溝があるんですね。そこの所にも表土の部分が堆積して、そこにまた被覆して、かなり

１０センチとか、結構砂がたまっているのが現実なんですね。そういう部分で今後、やっ

ぱり考えるべきかなと部分があるのと、あともう１点、ちょっと危惧するのは、２間口で

なくて、１間口になった時の各学年、今は３学年、３教室の利用なのですが、占有面積と
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いう言葉が適切かどうか僕はわかりませんが、教室のキャパに対して、生徒の数が３５人

から、学年によっては４０人という、かなり窮屈な中で、特に今年の例で大変恐縮ですが、

かなり暑さと熱中対策と言いますか、そんな形で学校も苦労して対応されていたと思うん

ですが、扇風機等を設置したとも聞いておりますが、それに向けて、今後どうなんでしょ

うね。僕はわかりませんが、もう少し抜本的な対策が可能なのかどうか。今後、１間口で

３０何人の中で、だんだん気候の変動が激しい中で、子供たちの環境、熱中症にならない

とは限らないですし、もうそれに近い状態まできているのかなと思う部分もあるので、そ

の辺をどのように捉えているか、説明してほしいのですが。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 委員ご指摘のとおり、中学校におきましては全て１クラスということで、現在は３１名

から３８名という数字で、この数字につきましては、今後も４０人を上回るということは

今のところ見込まれておりませんで、文科省の制度によれば、１クラスが続いていくので

はという状況にございます。 

 そういった中で、学校からもそういった要望もございまして、先ほど委員おっしゃった

とおり、今年扇風機を各クラスに配備し、学校の方からも状況は大分改善はされましたと

いうお話はいただいているのですが、何せここ近年は暑い夏が続くということで、生徒も

確かに学習環境としては、なかなか大変なところはあるという認識をしているところでご

ざいます。その対処方法ということで、以前にもお話をいただいておりますが、なかなか

教室の広さを拡張するというようなところまでは難しいという現実もございますので、そ

ういった暑さをできるだけ凌げるような対策ということで、扇風機だけで賄えないという

ことでありましたら、今後、例えばクーラーですとか、そういったような設置につきまし

ても、どういった経費がかかってくるのかというところも調査をしながら、検討させてい

ただきたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 やはり、どうしても今、グランドとの関連性の中で、風が強い時はやはり砂ぼこりが入

るけれども窓を閉めれない。窓を閉めたとすると、今度は教室が全て南向きの関係上、暑

さが閉じこもるという、現実の話なんですが、そういった部分でいろいろ考慮しながら、

クーラーに限らず、そういうことでなくて違う対応があるのであれば、そういう形もやぶ

さかではないですが、そういう環境が可能であれば、そういう部分で検討していただきた

いと思っておりますので、検討段階ですが熟慮して進めていただきたいと思います。 

 

○田中委員長 
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 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 今後、なかなか扇風機、網戸だけでは対応し切れない部分というのもございますし、経

費的な部分も今後十分に勘案しながら調査をし、手法について検討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。 

 

○田中委員長 

 教育長。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 関連いたしまして、基本的に今は４０人学級ということで、国の制度がずれ込んで、計

画では３５人以下ということで２つに分ける方法もあるのでしょうけれども、そこの部分

がなかなか進んでいないと。現在、文科省の計画としては、小中含めて少人数学級を進め

るということで、財務省には予算を出しているところですが、なかなか現実には財源の関

係で進まないという部分がございます。 

 暑さの関係も、やはり狭隘であるという部分もあって、かつ、最近は非常に暑い日があ

るということで、扇風機についても今年、小学校ももちろんそうなのですが対応させてい

ただきましたが、全道的な話の部分では、なかなかクーラーというのはあまり例がないこ

とかと思いますが、ただ、これからいろんな部分で温暖化がより進んでくれば、本町のみ

ならず、いろんな部分での検討はしていかなければならないと思っていますが、扇風機に

しても、ある面では先進的にやらせていただいたかなと思っております。 

 学校関係については、体育館もそうなのですが、新しい校舎についてもクーラーがある

というのは、例えば女満別があるのですが、ここはなぜ付いているかというと、町民が利

用するということで付いているということで、ほとんど学校施設については、今、そうい

う対応はないわけでございまして、そういう全体的な部分も含めまして、最終的には子供

たちが勉強しやすい環境ということで、そういう国の制度、少人数の制度も含めまして、

大所高所、今後の天候の部分もあると思いますので、いろいろと勉強させていただきたい

と思っております。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の教育長の最後の言葉の中で、学ぶ環境づくりという部分では本当に大変善処されて、

対応策をいろいろ打っていただいている現状には、お礼を述べたいと思います。 

 今、一番置かれている環境の中で、全国学力テストの話もありますが、清里中学校はか

なり高い位置にあるという話は説明でもありますが、中学校の広報を見ていてもかなり高

いという評価で、国語、数学等々、報告がなされているんですね。そういう部分では、先

生との話の中でもやはり、教室できっちりと授業が成立して集中しているというのが清里
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中学校の良さだということで、それなりの成果として、全道レベルよりも高いという形で

認識をしていただいている部分で、それなりの環境づくりはやはりあるのかなと。そうい

った部分で、それ以上とは僕は申しませんが、今置かれている現状がそういうことである

のであれば、また次の方策も考えても良いのかなと。 

 今後、町長が考えておられる再生可能エネルギーの中にもソーラー等々設置される。そ

ういう部分である程度いろんな取り組みの中では、関連付けながら対処できる部分、今、

扇風機という話もありましたが、そういう部分も本当にどうなんだという意見もあります

が、その辺も重々熟慮するということで、進めていただければなと思います。 

 

○田中委員長 

 教育長。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 委員ご指摘のとおり、本町は中学校のみならず、小学校についても学力の水準は極めて

高い水準にはございます。数字の部分については文科省の指導により何点という公表はで

きないということで、ご了承いただきたいと思います。 

 これはご指摘のとおり、学校環境がやはりきちっとなっている。そして、それはやっぱ

り子供たちが集中して授業ができる体制ができていると。もちろん先生の指導だとか、地

域だとか、家庭とか、いろいろあるわけですが、そのベースになろうかなと思っておりま

すので、せっかくこれだけ培っていただいた学力の水準ですので、一層向上するように、

いろんな部分で努力をしてまいりたいと思っております。以上です。 

 

○田中委員長 

 他にありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、次進みます。４項社会教育費・１目社会教育総務費、５９ページ～６０ペー

ジ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次進みます。２目生涯教育費、６０ページ～６１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ３目生涯学習総合センター費、６１ページ～６３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ４目図書館費、６３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費、６３ページ～６５ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２目トレーニングセンター費、６５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ３目町民プール費、６５ページ～６６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。４目スキー場管理費、６６ページ。 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 １３節委託料、昨年から比べて見ますと半分以下となっていますが、本年はかなりの豪

雪であったということは言うまでもありませんが、それによってここ数年から見て、入込

み状態はどのような状況だったか。まず、伺いたいと思います。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 緑町営スキー場の入込み状況ということでございますが、平成２４年度におきましては、

全体のの利用人数の延べ合計で２万９千人ということで、平成２３年度に対しましては、

人数で約２５％減少しているという状況にございます。この要因につきましては、天候の

関係、昨年のと言いますか、今年の１月から３月までの冬の天候が、非常に荒天が多かっ

たということで、運休してしまった日が総体で８日ございます。この中には天候不順の他、

機器の故障によりまして、当初１月の一番最初の営業の時に３日ほど運行ができなかった

というようなこと、また、機器の故障等も重なりまして、一昨年の２３年度につきまして

は運休がゼロだったのですが、先ほど申し上げましたとおり、２４年度は８日間運休があ

ったということで、利用人員が減っているという状況にございます。 

 

○田中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 わかりますが、そこで数年前から、私もこれは何度も伺っているのですが、近隣からの

入込みというのは、今年はどんな状況だったか、わかりますか。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 町外からの入込みにつきまして、正確な町外者が何名といういうことはちょっと把握は

しておりませんが、主に近隣の弟子屈町等の小学生が、学校授業として緑スキー場を利用

されているという状況にございまして、弟子屈町ですとか、別海町などから多数利用され

ている状況がございます。その他の一般の利用につきましては、主に釧路方面からの利用

ということで、緑スキー場が使われているという状況にございます。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。５目学校給食センター費、６６ページ～６７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、次に移ります。１０款公債費・１項公債費・１目元金、２目利子、

６７ページ～６８ページ。一括審査でお願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なしということでありますので、１１款予備費・１項予備費・１目予備費、６８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ここで、教育費全般にわたりまして、質問漏れがありましたら受けたいと思います。 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ５９ページの教育振興費の中の１５節の中学校菜園整備工事請負費ということで、僕も

ちょっと認識していないのですが、これは中学校における菜園か何かですか。計画の関係

の予算の部分を見ても出てこないので。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 中学校の菜園整備工事ということで、この関係につきましては、新学習指導要領に基づ

きまして、昨年から中学校の授業の中でそういう家庭菜園的な芋ですとか、野菜等を栽培

していく授業が始まりましたので、それに合わせまして、グランド横にこの菜園を整備し

たものでございます。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 そして、当然作付されたりもしているのですか。 
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○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ＰＴＡと保護者の方のご協力もいただきながら作付をし、収穫をしているところでござ

います。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今、新指導要領の中で授業の一環としてということだったのですが、これ全国的に食育

という形の中でいろんな取り組みをされているわけですよね。うちの町では子供の農園等

もありまして、中学校に限らず、小学校すべからく含めて、一つの食育という部分での取

り組み、これは、ちまたでいろんな形でそういうような形のものが広報されるわけですが、

うちの町としてもきちっと、やっぱり農業の町ですから、小さい時から物がどうやって育

っていくんだという、そのようなことを現場で確認できるようなことというのは、当然作

っていくべきじゃないかなと思うんですよね。そのことがひいては、先ほどの学校給食の

関係で質問をしませんでしたが、地元野菜をという部分で、量がまとまらないからなかな

か利用したくてもできないみたいな感じで、当時、僕が質問した段階から、どれだけ地元

野菜が増えたのかどうかわかりませんが、そんなことも含めて、やっぱり栽培したり何な

り。当然、卒業すれば都会に出て行ってしまうと、そういうものとかけ離れるんですけど

も、そういうことろきちっと小さい時に体験できるのは大事なことじゃないかなと思うん

ですよね。そんなことも含めて、こういう取り組みが始まったという部分で、それぞれの

小学校も含めて、幼稚園・保育所はこども農園がありますが、そういう栽培に対して勤し

むような機会を作っていくべきではないかと思いますが、これらについてお伺いしたいと

思います。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 食育の関係でございますが、指導要領等に基づきまして、各小学校等におきましても食

育に関する授業ということで、給食センターにおります栄養士につきましては、栄養教諭

という資格を持っておりますので、各学校に出向きまして食べ物と栄養の内容についてで

すとか、好き嫌い、偏食をしないようにとかというような、食育に関する授業も行ってい

るところでございます。 

 また、給食センターといたしましては、できる限りそういった食育の部分もいうことで、

地元で採れる野菜を活用させていただいているところでございまして、近年、全体の野菜
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の使用量の多い年では４０％以上は地元の野菜を、それぞれの季節の旬の物を取り入れな

がら、子供たちに地元で採れた野菜ですということをきちっと先生方からもお話をしなが

ら、そういったことで給食を提供しているという取り組みをされております。できる限り、

地元産の野菜等の活用につきましては、今後も推進をしていきたいと考えておりますので、

流通の関係等もいろいろとございますが、今後も努力してまいりたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 他に、質問漏れはありませんか。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 生涯教育費の中の１９節ですが、郷土芸能保存会補助という形で３万円ありますが、こ

れについては、私も議員になってから３万円というのが出ていたということで、もう一度

郷土芸能復活という形でどうだろうっていう話を、何回か委員会等々とも話をさせていた

だきました。その中で、やはり今年になりまして、一昨年からですが、町の中での各種行

事・イベント、そして、先日の開基１１５年・開町７０周年式典等々での発表につながっ

てきたわけですが、それに向かって、これは次年度の予算だと思うのですが、やはりもう

少し検討する部分がだんだん出てきたのではないかなと。それなりの消耗品、郷土芸能と

いえどもあります。バチが折れただとか、多分いろいろあると思います。あるいは太鼓も、

僕はちょっとわかりませんが、張りの調整と言うんですか、チューニング、それらもかな

り多分あるとは思うんですが、それ以上に、いろんな部分でそういう活動をしてるところ

には、そういう部分も次年度の中では重々検討していただければなと思うので、その辺の

ご配慮を検討していただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただ今、委員ご指摘の郷土芸能保存、主に竜神太鼓の関係ということだと思いますが、

平成２５年度の当初予算措置におきまして、太鼓の皮を張り替える等の補修を１００万円

弱の予算を計上させていただいておりまして、今までご承知のとおり、各記念行事等での

演奏、さらには今後、光岳小学校におきましても児童が使っているということで、百周年

記念が１２月８日に予定されておりますが、ここでの発表、また、文化祭での発表という

ことがございますので、その後、速やかに修繕をさせていただきたいということで、予定

をしているところでございます。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 
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 図書館費のことで聞きたいのですが、備品購入費の図書購入費でおよそ５６０万円の金

額があがっているんですけども、主要な施策の方を見ますと、実績的には１,２７０冊購入

していると。図書館も毎年こうやって新しい本をどんどん入れていると思うのですが、入

れると当然、入り切らなくなるわけでありまして、処分と言うんですか、整理と言うんで

すか、そういった本はどういうふうにその後の活用として使っているのか、ちょっとお伺

いしたいのですが。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 図書の整備につきましては、国の交付金等を活用して整備をどんどん進めているところ

でございまして、蔵書といたしまして約８万冊ということで、それを保ってきているとこ

ろでございます。 

 その都度、更新をするにあたりましては、古くなった本、また、傷みの激しい本などは、

現在のところ、廃棄処分をさせていただいておりますが、例えば、雑誌ですとか、今後活

用できる物につきましては町民への配布等、そういった手法につきましても今後検討させ

ていただきたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今、古い本は廃棄処分ということなんですが、できれば廃棄する前に町民に広報でも良

いですから載せていただいて、欲しいという方がいるならば活用してもらいたいなと思い

ます。 

 

○田中委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 廃棄処分している本につきましては、傷みの激しい物から廃棄をさせていただいており

ますし、先ほど雑誌のお話をしましたが、雑誌につきましては、既に町民の方に配布をさ

せていただいているという状況でございますので、今後もできる限り、委員おっしゃった

ように、使える部分につきましては町民への配布ということを行っていきたいと思ってお

ります。 

 

○田中委員長 

 他にありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○田中委員長 

 ないようですので、ここで説明員交代となります。 

（説明員交代） 

○田中委員長 

 それでは、引き続き、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。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次進んでよろしいですか。２款地方譲与税、１ページ～２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なしということなので、次進みます。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。一括でお願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次進みます。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。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ９款地方交付税、３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １０款交通安全対策特別交付金、３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １１款分担金及び負担金、３ページ～４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １２款使用料及び手数料、４ページ～６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １３款国庫支出金、６ページ～８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １４款道支出金、８～１１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １５款財産収入、１１ページ～１２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １６款繰入金、１７款繰越金、１２ページ。一括審査でお願いいたします。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １８款諸収入、１２ページ～１３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 １９款町債、１３ページ～１４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ２０款寄附金、１４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、実質収支に関する調書、６９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 財産に関する調書（公有財産、物品、基金）１ページ～６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、基金の運用状況、７～８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、ここで説明員交代となります。 

 以上で、一般会計の歳出・歳入の審査を終わりたいと思います。２時２０分まで休憩と

いたします。 

                             休憩 午後 １時５８分 

                             再開 午後 ２時１８分 

○田中委員長 

 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、５ページ～

８ページ。ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次行きます。歳入、１ページ～３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 実質収支に関する調書、９ページ。財産に関する調書、１０ページ。一括で審査願いま

す。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なしということなので、次進みます。国民健康保険事業特別会計、歳出、５ページ～１

０ページ。 

 勝又委員。 
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○勝又委員 

 国民健康保険の関係で保険給付費の関係でちょっとお伺いしたいと思います。先の新聞

に、国民１人あたりの医療費が３０万円を突破したと、そのように新聞紙上で言われてい

ましたが、うちもそれほどまでいっていないのかなと思いますが、ここ何年かずっと推移

を見ると、かなり給付費自体が多くなっているような気がします。それも含めて病気にな

らないような形が一番良いわけで、いろんな予防関係も含めて取り組んでいるわけでござ

います。そこら辺も含めてなんですが、将来的に国保会計が今、道に移管してみたいな、

そんな話もある中で、いわば先ほど述べたような病気にならないような対策、そんなこと

が一番重要かなと思いますが、今後に向けて、それらについてどのような考え方をしてい

るかということを、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 勝又委員のご質問でございますが、医療費総体的に申しまして、平成２４年度における

医療費の給付状況は、前年度に比べて若干下がってきているという状況でございます。但

し、依然として高どまりの状況というのは現状だと考えてございます。 

 それで、医療費の抑制ということでございますが、これにつきましては前から私もお話

をさせていただいていると思いますが、自ら健康は自ら守るという、まずこれは大前提と

言うか、基本になろうかと思います。その上で給付状況等々を見させていただきますと、

前期高齢者、要は７０歳から７４歳の方の給付率が全体の約５割近い給付額になっており

ます。そして、被保険者数でいきますと全体の３割ということで、保険者数としては３割

なのですが、給付が約全体の５割近い形の給付になっているという状況でございます。 

 よって、やはり若い時から自らで自分の健康管理をしていくというのが、一番抑制につ

ながっていくのかなと思っております。そのためにも、特定健康診査ということで、４０

歳から７０歳を対象にした健康診査等も実施しております。これを町民の皆さんに積極的

に受けていただきながら、自分の管理等々をしていただきたいとは考えてございます。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

○勝又委員 

 今、説明いただいたわけでございますが、これらの高くなっていく要因の中に、医療自

体が高度になって高額になっていくということも含まれているのかなと思うんですが、件

数とかそういうような部分も含めて、高額な部分の割合と言うか、そういう部分について、

ちょっとお知らせいただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 
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○町民課長（澤本正弘君） 

 高額医療費につきましては、全体的に昨年よりは、平成２４年度につきましては平成２

３年度より若干上がってきております。件数等につきましては、資料等々で今お示しをさ

せていただきますが、高額医療といたしまして、これは一般と退職後を合わせてでござい

ますが、昨年度は７７０件、医療費にいたしまして、高額医療費として支払っている金額

にいたしまして、約５,２００万程度となってございます。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 先ほど述べられたように、自分でやっぱり病気にならないようにするというのが大前提

ではないかなと思います。今後においても、健康診断等、充実した形の中で取り組んでい

ただきたいと思います。以上です。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっと関連するかと思うんですが、特定診断の実施率がやはり町が行政主導で動いて

いる中で、なかなか受診率が上がっていないという実態が多分あると思うんですよね。そ

れに対する啓蒙活動は多々実施されていると思うんですけども、それに対して、また常に

次のステップを考えなければならないと思うんですが、今、やはり予防医学という観点で、

特定健診を挙げて、自分で自分の健康管理をすると。それが最終的には国保会計等々に、

やはり実を結ぶのかなと思っております。 

 そして、もう１つ、健康づくりで日々若い年齢からご高齢になるまで、健康づくりに励

んだ人というのは、やはり医療機関に受診する機会が少ないと思うんですね。病院にかか

らない。健康であるが故に。だったら、そこに対していろいろあるかもしれませんが、イ

ンセンティブとして、ある程度ご高齢の方でもう１０年、２０年も病院に通っていないよ

という人に、もし、そういう部分でご褒美というわけではないですが、健康保険料の中で

何らかの、例えば清里町であれば商品券だとかの、逆に言ったらそういうインセンティブ、

そういうのはどうなんでしょうか。可能なのか。あるいはそういうところの制度自体おか

しいって言うのか。その辺、考える余地があるのかないのか。ちょっと併せてお願いしま

す。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 前中委員のご質問でございますが、基本的に先ほど言ったとおり、特定健診等を受けて
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いただきながら、自らの健康管理をしていただき、重症化を予防するのが今、一番医療費

の軽減、そして国保の安定にもつながってくるとは、理解は私どもは認識をしているとこ

ろでございます。 

 そこで、昨年の１２月に未受診者からのアンケート調査をしております。そのアンケー

ト調査の内容等をこれからいろいろ精査しながら、まずは受診をしやすい環境を作ってい

くのが一番良いのかなと、私どもは考えてございます。その辺も踏まえながら、今後の特

定健康診査の実施を進めてまいりたいと考えてございます。 

 それと、委員の方からありました景品ですとか、そういうものを出している町村も多々

あります。他の町村でもそういうのはあるのですが、本当にそれが果たして良いのかどう

なのかということも含めまして、これからいろいろ検討させていただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 他にありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、次へ進みます。歳入、１ページ～４ページ。 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 国民健康保険税について、お伺いします。収入未済額が結構な数字になっております。

この欠損額も含めてなのですが、なかなか今回の会計の中において、収納率も抜群な状態

でいるわけなんですが、過去からの滞納とか、そういうものを含めてでないかなと思いま

すが、今後ともやはり、収納という部分について、徴収していくという部分について、努

力していただきたいと思いますが、かなりこれ、近年、増えてきているのか。ちょっとそ

こら辺の認識をしていませんので、お伺いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 国保税の収入の関係だと思うのですが、近年、未収入額については減ってきているとい

う状況でございます。これは税の方とも一緒に関連してくるのですが、収納に向けて、基

本的には未済されている方の財産調査などをしながら、歳入に努めてきているところでご

ざいます。これからも、きめ細かな訪問徴収や電話などをかけながら、歳入に努めてまい

りたいと考えてございます。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。実質収支に関する調書、財産に関する調書、１１ページ～１２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 
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 後期高齢者医療特別会計、歳出、３ページ～４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 歳入、１ページ～２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 実質収支に関する調書、５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。簡易水道事業特別会計、歳出、３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 歳入、１ページ～２ページ。 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 水道使用料の滞納分、これも前後するのですが、やはり同じように大変、町税との絡み

で難しい部分はあろうかと思いますが、その辺、チームと言うか、連携を取りながら進ん

でいるとは思うのですが、片方払って、片方払わないということは多分なかなか難しいか

なと思うんですが、その点、水道は生活の一部分で、止められるということはまた大変な

部分もあろうかと思いますが、その辺、何か考慮しながら進んでいるということがあれば、

ちょっとお聞かせ願えればと思います。 

 

○田中委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 使用料収入の徴収につきましては、税務及び住宅と連携を取りまして、徴収に関しまし

ても一緒に行っていただくような方法を取っております。 

 未収金につきましては、毎年度、決算期におけます金額というのは横ばい状態で、なか

なか減らせない状態にありますが、今年度につきましても、決算期で残っておりました６

５万９,０６０円が、８月３１日現在ですが４８万１,２４０円となっておりますので、今後

とも徴収に他の課と連携を取りまして、進めていきたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 本当に生活の部分なので、他の税金等とは違って直接生活圏という部分で大変難しいと

は思いますが、やはり、説明しながら懇切丁寧な形で、徴収事務に携わっていただければ
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なと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○田中委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 今後とも、徴収にあたっていきたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと聞きたいのですが、今、８月現在で４８万ということで、これ現年分で４３万

増えているんですよね。どんな理由でって言ったらおかしいですが、何でこの年に限って、

２４年度に関して４３万も増えたのか。 

 

○田中委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 毎年、未収金に関しましては、現年度分が多い形になっております。そして、決算後に

その後徴収を重ねまして減らしているという状況にありますので、５月３１日時点ではど

うしても現年度分の方が金額が大きいという形になっております。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。次に、実質収支に関する調書、財産に関する調書、６ページ～７ペー

ジ。一括審査でお願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なしということなので、次に進みます。農業集落排水事業特別会計、歳出、３ページ～

４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 歳入、１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、５ページ～６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 次に進みます。次に、焼酎事業特別会計、歳出、２ページ～４ページ。 
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 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 焼酎事業に関して、お伺いしたいのですが、今、清里焼酎を売り出している中で、主要

な種類というのは、浪漫倶楽部と北緯４４度の７２０ミリリットル入り、これが一番多く

売れていると数字的にも出ているわけですが、昨年度のこの２種類の１年間で売れた本数

などがわかりましたら、お聞かせいただきたいのですが。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 平成２４年度のお酒の販売総額は６,５０８万７千円で、その内、主な商品といたしまし

ては、ただ今委員からありました浪漫倶楽部と北緯４４度でございます。浪漫倶楽部と北

緯４４度の本数については把握していないところでございますが、金額で押さえておりま

すので、金額でお知らせしたいと思います。浪漫倶楽部の販売額は２,４００万円で、率に

しまして全体の３６．８％を占めております。北緯４４度につきましては１,３２８万円で、

全体に占める率は２０．４％となっておりますので、この主要２品目で全体に占める割合

が６０％になるということとなっております。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今、６０％というすばらしい数字なのですが、この２品目の町内での販売金額はわかり

ますか。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ２品目についてのみ、町内の販売額というのは直接押さえてはございませんが、全体額

に占める割合の中で、清里町で消費している、販売している金額については押さえており

ますので、お知らせいたします。清里町全体での販売額は１,７２２万円で、全体の６,５０

０万円に占める割合は２６．５％となっております。それで、先ほどの全体の浪漫倶楽部

と北緯４４度の割合がほぼ同じ形で清里町内でも販売されているとしますと、１,７２２万

円の内、浪漫倶楽部の占める割合が約６５０万円、北緯４４度が３５０万円ということに

概ねなろうかと把握しているところでございます。 

 

○田中委員長 
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 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今、事細かく数字をいただいたのですが、この町内の１,７２２万円の中で、町が独自で

購入している金額なんかはわかりますか。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 役場の分だけという取りまとめはしてございませんが、関連する教育委員会とか、農業

委員会などが購入したものも含めて、町という形で押さえておりまして、総額で約１１０

万円ぐらい、公共機関に買っていただいていると集計しているところでございます。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今、いろんな数字を聞いたのですが、全体で６,５００万円と。そういった中、１１月に

新しくデザインをやっている関係の最終報告があると。それで、来春、一応予定として新

しくバージョンを変えてやっていくということに関して、今後どのようなスタイルで、ま

た、どのようなセールスをしながら、うちの町の焼酎をアピールしていくのか。その辺ち

ょっとお伺いしたいのですが。 

 

○田中委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 新しいデザインについては、今まさに進めているところでございまして、相手方と１１

月上旬に最終報告をしていただけるように今、日程調整を進めているところでございます。

最終報告の結果に基づきまして、どのような瓶の形になるのか決まってくるものでござい

ます。 

 それで、今後のスケジュールにつきましては、議会とも十分協議をしながら、平成２６

年度のスタート時期を決めてまいるところでございますが、当初、２６年４月ということ

で話していたこともあったかと思うのですが、ガラス瓶などを先般、提案されたように、

全くオリジナルの物にするとすれば、型を作る期間、瓶を作る期間にかなりの期間を要す

るということも聞いているところでございますので、２６年４月１日にできるかどうかは

微妙なところでありますが、その辺につきましては、今後議会とも十分、最終報告をいた

だいた段階後に協議をさせていただきながら、進めてまいりたいと思っております。 

 それと、宣伝関係でございますが、瓶を変えたからといって売れるというものではござ
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いませんので、今回、新しいポスターなどの制作もしていただけると聞いておりますので、

それらを使いながらホームページやチラシなどを使って、広く情報発信をしながらいかな

ければならないと思っていますし、私ども職員も取引先をくまなく回るとか、いろんな部

分で焼酎ＰＲをしながら、焼酎の販売促進を図ってまいりたいと考えております。 

 

○田中委員長 

 他にございませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、次進みます。歳入、１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なしということなので、実質収支に関する調書、財産に関する調書、５ページ～６ペー

ジ。一括審査でお願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 ないようですので、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受けたい

と思います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、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に関して、

各款ごとの決算審査を終わらせていただきます。 

 本日はこれにて散会いたします。明日は１時から総括審査を行いたいと思いますので、

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４８分） 



75 

平成２４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２５年 ９月２０日（金） 

  開 会   午後 １時００分 

    散  会   午後 ２時３６分 

 

 

○田中委員長 

 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。 

 勝又武司君。 

 

○勝又委員 

 それでは、総括の質問をさせていただきます。昨日から決算審査において、各委員より

多くの質問なり意見等が出され審議されました。私の方からは総括と言っても特にないわ

けでございますが、２点ほど質問させていただきたいと思います。 

 まず１点目として、平成２４年度、櫛引町長においては就任２年目の町政執行となり、

１０年計画としてスタートした第５次清里町総合計画の２年目の年となり、計画の趣旨に

則り、数々の政策を着実に実行されていることに深く敬意を表するところでございます。

今回の決算を踏まえ、計画の進捗状況、また、町長の政策における進捗状況、総合的な評

価をどう捉えているか。また、次年度に向けて、これらについての抱負等を伺いたいと思

います。まず１点目、お願いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の、勝又議員のご質問でありますが、２４年度時点における予算、つまりは第５

次総合計画、それらの進捗状況、そしてまた、私の２年目の事業としての政策のあり方、

そして、次年度以降に向けた対応という、この３点について、ご質問をいただいたところ

でありますが、総合計画の関係につきましては、平成２３年から３２年までの１０カ年計

画ということで、ちょうど私のスタートの年に、総合計画の第５期もスタートをしたとい

うようなことでありまして、この総合計画の策定に当たりましては、総合開発審議会委員

１５名、特別委員１５名、合わせて３０名の町民の皆さんの意見を基に、この計画が策定

されて実施に移されてきたということでございます。具体的には、第４次総合計画でも掲

げております「人と自然がともに輝き躍動するまち」、これを第５次総合計画でも引き続

き清里町の理想の将来像として、事業の展開を図るべく、５項目の基本目標に沿って、事

業が展開をされているというようなことでございます。 

 具体的に、私も２年目、２３、２４年と事業を予算を執行させていただいたわけであり

ますが、基本的には第４次総合計画の中でも、かなり引き継ぎが２５年度に向かってされ

てございますので、そういう中でいきますと、全体的な進捗というのはほぼ全項目につい
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て進捗はしていると。ただ、具体的な事業の個々の施策となれば、またそれぞれの評価の

仕方もあるかと思いますが、基本目標とする主要施策については、全体を網羅しながら進

めているところでありますので、ほぼそういう中で進捗をしていると捉えているところで

ございます。また併せて、その他の各種施策についても、その方向性で進めさせていただ

いておりますので、それらについても全項目にわたって進めているところであります。 

 ただ、一つひとつ具体的にいけば、子育て支援対策の中でも特に保育所の保育料の軽減

だとか、また、乳幼児医療費の小学生から中学生までの無料化の問題、または妊婦健診の

支援対策、そういう施策もそれぞれ打ってきておりますし、また、教育関係においても高

校生の入学支援事業も新たに打ちましたし、また併せて、海外研修も従来は中学生、高校

生と分かれていたものを、高校支援を含めて一本化をして実施をしているというような、

そういう組み替えも含めてさせていただいております。また、小学校の多人数学級への支

援ということで、４０人以下３５人以上の学級に対しては、先生を１人支援をさせていた

だいておりますし、多動児の支援というような中でも学級支援員も配置させていただいた

というものもあります。 

 また、政策的な部分でいきますと、商店の新店舗の出店に対する支援、それから商店の

改修、また一般の町民の住宅含めてですが、住宅関連産業の育成という部分も含めて、住

宅リフォーム事業と、そういう数々の事業を展開させていただいているところであります。 

 次年度以降に向けても、そういう大きなプロジェクト事業としての大型事業、これはこ

れでしっかりとやっていかなければならないと思っておりますが、ソフト的な事業につい

ても、本当に必要性があるものについては率先して取り組みを進めていきながら、住みや

すいまちづくりをつくり上げていきたいと考えているところでもございます。いずれにい

たしましても、それぞれの項目ともに大変な時代を迎えておりますので、その時期時期の

タイミングを捉えながら、逸しないような形で全力投球をしていきたいと考えている次第

でございます。１点目につきまして、申し上げまして答弁とさせていただきます。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ただ今、町長より明確な答弁があったわけでございます。それぞれの項目について進捗

しているということで、答弁をいただいたわけでございます。当初、総合計画は３０名の

町民を代表する方々の意見を基にということで、私が思うのは、この地域づくり、まちづ

くりというのは誰のためのまちづくりなのかという部分、そのことを十分周知した中で執

り進めていかなくてはいけないわけで、また、それプラス観光となると、よそから人も来

るような形の仕掛けもしていかなくてはいけない。そのようなことを感じるわけでござい

ます。この計画の創設にあたって、おそらく３０名の方々がいろいろ考えた形の中で計画

ができた、樹立されたわけでございますが、おそらく地域が発見なり創設していく１つの

コンセプトというものに、きちっと照合した形の取り組みが必要なのかなと感じていると

ころでございます。 

 町長が今、次年度以降も住みやすいまちづくりために、ソフト事業等、柔軟な形で時代
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のタイミングを捉えた事業展開を進めていくということがありましたが、是非ともそうい

う部分で、確かに選ばれた３０人なのかもしれませんが、そこに１つの住民の意識ととん

でもなく乖離することがないようにだけは、きちっと進めていただきたいなと思っている

ところでございます。清里から札弦、そして緑まで、少子高齢化の波が押し寄せ、緑あた

りはかなりもう人口も減少しております。ましてや、高齢化も進んでいるわけでございま

す。隅から隅まで、まちづくりっていう部分で、きちっとその意識がいきわたるような形

の政策というものを、きちっと打ち出していただきたいなと感じる次第でございますが、

そこら辺につきまして、この人口減少の部分については、町長が何ぼ頑張っても歯止めは

効かないのかもしれませんが、やはり少なくなりながらも、しっかりとした、きらりと光

るような事業展開というものを、町民と一緒に夢を見て、進めていかなくてはいけない部

分かなと思っていますが、そこら辺につきまして、町長、何か考えがありましたら、お願

いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でありますが、基本的に総合計画のそれぞれの項目を中心としながら、

この事業をそれぞれ進めていくという趣旨には変わりはありませんし、当然、ご指摘があ

りましたように、地方自治の本旨というのは、あくまでも住民の福祉の増進のために、こ

の地方行政を主体的、総合的に担っていくという規定が、きっちりと地方自治法の中に定

められております。そういう本旨に基づいて、事業を展開していかなければなりませんし、

施策を展開していくというのは、もう当然のことでございます。ただ、ご指摘いただきま

したように、そうした計画の中であっても、住民との意識の共通性という部分、これらに

ついては、より具体的にいろんな場面、会合、集会等を通じながら、そういう声を聞きな

がら、最もベターな方式で、町民が最も求めている形の中で事業、施策の展開ができてい

ければと考えている次第でもございます。 

 清里の同じ町の中でも、清里市街の部分、札弦の部分、緑地域の部分と、それぞれ形態

が若干ずつ違っておりますし、また、特に人口の関係、高齢化の関係でいけば、かなりそ

の地帯によって色濃く分かれておりますから、そういう部分においても、かゆいところに

手の届くような、そういうような気持ちで臨んでまいりたいと思っている次第でございま

す。１つ１つの事業の展開にあたっては、それぞれ今、申し上げたような中で、全てが統

一的な１つの制度で、全ての地域がそこに治まるのかどうかということもありますので、

それらについても１つ１つ検証させていただきながら、施策を進めていくようにしてまい

りたいと思っている次第でございます。以上、申し上げて、答弁といたします。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 
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 おそらく地域それぞれ特色があって、地域それぞれのやり方というのがきっとあると思

うんですよね。そういう中で、ちょっと大変かもしれませんが、いろんな形でその地域に

合ったやり方で、次の展開をしていっていただきたいなと思います。 

 それともう１つ、その中で、町長の２４年度の重要な政策ではないかなと思うんですけ

ども、庭園のまちづくり構想、このことについてお伺いしたいと思います。先ほど、冒頭

に私も述べましたが、外に向かって誰のためのまちづくりかという部分で、当然、お客さ

んも十分集めてという形で、外から外貨を稼いでも、それでなくても依存財源に委ねた町

政でございますので、そういうものも含めてなんですが、まちづくり構想については、今

年の当初の予算でもさくらの山の関係では、ちょっと議会の方でいろいろ意見が分かれた

りしましたが、このことにつきまして、明年度からの、今年まだ残期間がありますが、そ

ういう形の中での進め方、また、そういうことをも含めて考え方をお聞きしたいなと思っ

ています。よろしくお願いします。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 庭園のまちづくり計画の進め方でございますが、この庭園のまちづくり計画については、

今までも何度となく内容について、考え方をご説明申し上げてきたところでありまして、

従来、清里町が取り組んできた各種の事業、特に景観だとか環境だとか、そういう部分を

網羅的に含めて清里の町のイメージとしてどこから捉えても清里に来た時には、庭園の町、

本当にきれいな町ですね、環境のいい町ですねという、１つのフレームとしての庭園のま

ちづくりというイメージで進めてまいりたいということでございまして、たまたま、庭園

のまちづくりの中で重点施策として、それぞれの事業を展開していきますよという中に、

ふるさとの森づくりの事業等もあるわけでありまして、これらがいろんな事業との絡みの

中での網羅的な事業であるということを、まずご理解をいただきたいと思っております。

決して、これによって観光地を作ろうとか、そういうイメージではないです。あくまでも

町民の方々が住んでいて住みやすい、そういう環境をきっちりと作っていきたいというこ

とで、そこの中に住んでいる人方が、町制にそういう事業を通じながら参画をしていくと

いう協働の事業を、その中でやっていきたいということであります。 

 ですから、先ほど言ったように、観光という具体的な捉え方よりも、交流人口でそうい

う部分がしっかり確保できていければなというような思いで、この事業を展開をしていく

わけでありますし、また、重点事業以外の関連事業は、それこそ教育的な部分があったり、

保健的な部分があったりということで、その中に全体の町の事業の流れが網羅されている

というイメージで、全体を進めていきたいと考えているところでございます。 

 いずれにしても、今まで１０年以上にわたって取り組んできた花と緑と交流のまちづく

り、これがベースになっていることだけは事実でありますから、それをしっかりと次の世

代へつないでいくためにも、そういう庭園のまちづくりという大きなイメージを打ち出し

ながら、そこに町の方向性を見出していきたいという計画でありますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 



79 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 町長は今、観光の町を作り上げたいわけではないと発言されたわけですが、私はこの地

域の住民が、そういう部分で十分に満足して生きていると、生活をしていると。おそらく

そういうことがきちっと外に発信された時に、先ほど述べた１つの作り出したコンセプト、

そういうものが、おそらく景観なり、環境とかそういうような部分につながっていく部分

なのかなと思っていますから、そのことを上手に発信した中で、当然、人が寄ってくるよ

うな形のまちづくりはできるのではないかなと、そのように感じる次第でございます。 

 ７年後にはオリンピックがあります。オリンピックの中で「おもてなし」という言葉が

出ました。是非とも、清里町もおもてなしできるような形のまちづくりを描いていってい

ただきたいなと、感じる次第でございます。 

 ２４年の方針の中に、「日本で最も美しい村連合」という、美瑛町が呼びかけて始まっ

たことみたいですが、こんなことに参加する部分も良いのではないかなと。なかなかこれ

は、参加資格制度も厳格であり、５年ごとには審査されて、だめだった時にははく奪され

るみたいな、そんなこともインターネットには載っておりましたが、その中でどの町にお

いてもやはり、都市住民との農村交流というものを掲げているんですよね。そういう部分

も含めて、うちの町も幾分かの取り組みはしておりますが、そういう形のものも取り組ん

でいっていただきたいなと、そのように感じますが、そこら辺について、お願いしたいと

思います。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でありますが、私としては、観光産業としての位置づけという、それも

広く言えば入ってくるのだろうと思いますが、基本的にうちの町が今まで開拓の鍬が下ろ

されて今日まで、一貫して農林業を基幹産業として推進して発展してきた町であります。

これがやはり、この清里町の骨格になっていると思っておりますし、それは個々のそれぞ

れの資源から見れば、斜里岳もありますし、裏摩周もありますし、神の子池もあるし、さ

くらの滝もあると。そういう部分でいけば、観光資源がないということではないのですが、

やっぱり観光をメインの産業としてという捉え方は、なかなか難しいのではないかなと。

そういう意味において、いろんな人方が清里に来てもらえる、そういう交流という観点か

ら、これも観光の中の一部だよと言われれば、そういうことになるのかもしれませんが、

基本的には交流という形の中でつないでいければなと思っているところでございます。 

 いずれにしても、清里町に来られた方が、本当にきれいな町だね、まだ来てみたいね、

と言ってくれるような、そういうような環境づくりができていければと思っておりますし、

そのために、わざわざいろんな施設を造り上げていくというよりも、既存の施設をしっか
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りと生かしながら、そこにさらにハードとソフトの部分で今、委員がおっしゃられました

ように、受け入れ側としての対応、心、気持ちが必要ですから、やっぱり、おもてなしと

いう形の中で、次に気持ち良く、またリピーターとして戻って来ていただける、そういう

ような仕組みづくりというのも、非常に大事なのだろうと思っているところであります。 

 それと、もう１点ありました、「美しい村連合」への参加の関係でありますが、これに

ついては、農村景観百選で、うちの町は特に優れた２０選という指定をいただいておりま

して、その時に一緒に指定された富良野、美瑛が中心となって、日本における「日本の最

も美しい村連合」という組織を立ち上げました。これは実はヨーロッパが母体であります。

それぞれの国にそういう連合があって、その連合ともつながっておりますから、そういう

面において、かなり厳しい加入の条件がいるとのことでありますし、今、委員がおっしゃ

られましたように、５年に１回審査を受けて、その基準から外れたら落とされるというこ

とでありますので、そのためには、今まで清里でつないできた住民参加と協働のまちづく

り、これをしっかりとベースにしながら、観光地づくりとはまた違う意味での、町民の関

わり方が必要になってくるかなとも思っておりますし、その土台は既に清里町はできてい

るという判断をした上で、参加をしていきたいということでございます。参加をすること

によって、いろんな交流事業もそういう団体を通じながら起きますし、また、海外とのそ

ういうつながりも取れてくるというようなこともございますので、それを一つの起爆剤に

しながら、さらに庭園のまちづくりという形の中に、一歩一歩前へ進めていきたいという

考えでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 町長から今、将来展望とか、そういう部分を述べていただいたわけでございますが、私

も若干興味がありまして、インターネットを開いて見ました。確かに、それらの団体は全

国に網羅されておりますので、また、海外との交流も開けていける部分なのかなと、その

ように感じる次第であります。この点につきましては、以上で終わりたいと思います。 

 次に２点目ですが、監査委員より提出されておりました、意見書にもありましたが、町

内施設の運営について、お伺いしたいと思います。現在、管理運営主体は町直営、それか

ら業務委託、指定管理者となっています。業務委託なり、指定管理者の管理について、業

務内容の報告等は当然、していただいている部分かなと思っております。それらの部分で、

どのぐらいのスパンなり、またその内容なり、内訳ですか、そういうものの報告は、どの

ような形でされているのか。ちょっと伺いたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 公共施設、各施設に係る管理運営の関係でありますが、委員のご指摘のように、町のそ



81 

れぞれの施設については、直営部門と業務委託部門と指定管理部門と、この３つに分かれ

ているところであります。直営部門につきましては、直接職員が、担当職員がその部分を

管理運営していくということでありますから、常にその内容については把握をしておりま

すが、業務委託なり、指定管理という中では、それぞれの契約に基づいて、仕様書に基づ

いて指定業務を実施してもらっているということでございます。そういう中でいきますと、

基本的には、業務委託も指定管理についても、翌月に、前月分は翌月に報告をいただくと

いう形になってございまして、その内容を精査の上、業務委託料の支払い、指定管理料の

支払いというようなことでの事務処理という対応を、取らせていただいている次第であり

ます。以上であります。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと申し訳ないけど、認識なくてすみませんでした。指定管理で引き受けてもらっ

ているところについてなのですが、報告等は前月分を翌月に報告いただいてということな

のですが、この指定管理の部分については、過去に私も何回か質問させていただいており

ます。導入当初から、私も議員を始めたということがありましたので。今の指定管理制度

に対して、導入された時点で、サービスなり利便性が向上するというのは、１つのメリッ

トがあるということで、全国で取り組みが始まったわけでございますが、これらについて

町長は十分、言わばメリットが発揮されているという形で評価されているかどうか、お伺

いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 指定管理部門の業務の関係でありますが、この指定管理制度というのは、地方自治法の

改正によりまして、直営にするか、指定管理にするかと。これは施設を全面的に運営して

もらうという場合の方法でありまして、部分だけで業務を発注するのは業務委託という形

ですので、ちょっと性格が違うのかなと。１つのやつを全部丸抱えでお願いをするのが指

定管理。その中には使用権、許可権まで含めるのが指定管理です。業務委託については、

そういう部分が含まれないということで、部分の業務を委託するのが業務委託ということ

で、全部を業務委託というのはあり得ないという、基本的に法的にはそうなったわけであ

ります。それで、清里の利用施設についても、許可権限まで必要とされる部分については、

指定管理をお願いをしたというようなことでございます。そんな中でそれぞれの施設の特

徴もありますし、性格もありますから、全てがベターで、全部が横並びでいっているかと

いうことになると、なかなか難しい面もあるのかなとは思っておりますが、基本的には指

定管理を受けた方がそういう権限を持ちますから、いちいち町と細かい業務の内容のやり

とりがなくても、権限として、町に代わる代行としての権限を指定管理をするわけであり
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ますので、その中では一定の成果が出ているだろうと思っております。 

 今後においても、ただ、詳細にわたっての突き合わせというのはまた別の話になってま

いりますが、しっかりと指定管理で施設をお願いしているから、丸投げでどうぞという気

持ちではありません。しっかりとこれは連携を取りながら、言うべきものは言いながら、

指定管理も進めていかなければと考えている次第でございますので、ご理解を賜りたいと

思います。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今、町長から、丸投げではないという答弁をいただいたわけですが、監査委員にはこれ

は管理業務の監査の対象とはならないというような形の部分なんでしょ。あるんですか。 

 ただ、なぜこんなことを言うかと言うと、やっぱり幾分かの苦情があるんですよね。そ

れがあった時に、苦情整理がきちんとされていないような気がするんですよね。それで、

アンケートとかそういうものも、箱を置いたりしてやっていますが、なかなかそこに書い

て入れてくれるようなこともない中で、やっぱりきちっと住民に対して、言わば利用者と

協力して１つのモニタリングなり、そういうものを行った中で、管理が適切にされている

かどうかは、検証すべき部分かなと思うんですけども、そんなに大きな問題点ではないん

ですが、小さなことではいろいろ私も耳にすることがあります。そんなことも含めて、前

の一般質問等でも僕は言っていますが、町民、町役場の方々も一度利用されて、実態も把

握した形の中で今、述べましたモニタリングなり、そういうような部分で適切に管理され

ているかどうかのチェックはしていっていただきたいなと思うわけでございます。なかな

かやっぱり、経費と売り上げという部分で、そういうものを切り詰めると、なかなか目が

行き届かなくなるような部分も、多々出てくるのかなと思っていますが、今のところ、手

慣れた方々がそこに配置されて仕事をしておりますので、さらにゆるくなくなった時に、

アルバイトだとか、そういう人ばっかり使っていて、専門的なことはわからないような人

たちで構成するような形で、仕事をを受けてということになると、ますますそのような状

態に陥るんじゃないかなと、そんなことも考えられますので、その点について、管理監督、

十分監督できるようにお願いしたいなと思っていますが、どうでしょうか。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の指定管理施設における管理運営の関係でありますが、利用施設としてそれぞれ

指定管理をお願いしておりますので、多くの方々がそれぞれの施設を利用いただいている

という中で、いろんなその対応の中で苦情等があるのかなと思っておりますが、基本的に

はアンケートだとか、そういう部分を合わせた、その苦情処理の箱を置いたりしながらも

やっておりますし、それから、月々に上がってくる報告書の中でも、その月々で何があっ
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たかという部分も含めて報告をいただくことになっておりますから、表に出てくる管理者

に対する苦情、直接的な部分、それからアンケートだとか、そういう苦情箱、そういうも

のの中に入っている分についてはきちっと上がってきているのだろうと思いますが、中に

は、そこでは注文がなくても、後からいろんな話の中で「いやいや実はね」というような

話の苦情もあるのかなと思っております。できる限り、指定管理者との部分でそれが判明

したものについては、きちっとどういう対応をしたかということの報告ももらうようにし

ているところでありますし、また、そこを通じなくても直接、課の方に来る場合もありま

す。所管の課に。その場合については、直接指定管理者の方にもその旨を報告をし、改善

措置を取ってもらうように努めているということであります。それから、全体のそういう

部分で、所管課だけで掴み切れないという部分がありますので、数カ月ごとに指定管理施

設の管理運営の内容の精査と言ったら失礼ですが、状況を確認するための、部内の管理職

の委員会がございますので、そういう中においても、それらのことを含めて内容を精査を

しながら、指摘事項等をあればしっかりと指定管理側にも伝えながら進めてきているとい

うのが実情でございます。そんな意味において、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 指定管理の関係の、言わばデメリットの部分も、今の町長の改善策を聞きましたので、

このことは終わりたいと思います。 

 もう１つ、施設の中で、レストハウスについてお聞きしたいと思います。今、公募を行

っているわけでございます。９月いっぱいでしたか。そして第２回目が１２月いっぱいと

いうことで。それで、冒頭ですが、町長のこのレストハウスに対する観光の、町の玄関口

でよく目立つ場所ですよね。そのことも含めて、観光拠点としての町長の位置づけと言う

か、そういう部分についてちょっとお聞かせ願いたいなと思います。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 レストハウスそのものについてもご案内のとおりでありますが、基本的には焼酎工場を

あそこに建設をしたというところから、全てのものが始まってきているのかなと思ってお

ります。ご案内のように、焼酎を５１年から販売を始めておりまして、１０年後、発展的

という形の中と、うちの清里町の特産としての生産というようなことも含めて、６１年に

現在地に移設をしながら、工場を求めたわけでありまして、その当時、あの場所にはそれ

ができるまでは酪農関係の施設があったというようなことで、どちらかと言うと芝生があ

っただけでしたので、あそこを用地処理をさせていただきながら、清里のこの地域のやっ

ぱり拠点づくりという部分を含めて、あの地に動いたと理解をいたしておりますし、また

併せて、それだけではということで、せっかく施設ができたわけですから、交流人口を増
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やして、それを町の活性化につないでいきたいというような思いで、レストハウスを横に

設置をしながら焼酎の販売はもちろんでありますが、特産品の販売、そして、レストラン

等を含めた交流の場所とということで設置をしたわけですが、当時はまだまだ人口もあり

ましたし、生活様式も随分違いましたので、結婚式だとかブライダル関係が、随分求めら

れていたというようなこともありまして、そういう施設としてあそこに求めたと思ってお

ります。私としては、今はそういう形になっておりますが、基本的にやっぱり焼酎工場を

ベースにした中で、この地帯の活性化の拠点施設、拠点の場所だということはもう間違い

ないと、私は理解をいたしております。庭園のまちづくりや花と緑のまちづくりの中でも、

上斜里から清里、清里から札弦へとつなぐ、その中間点でもあります。そういうような意

味においても、あそこの場所を何とか誰かやってくれる方がいらっしゃれば、もう最高な

のですが、そうでなくても、いろんな手法をこれから考えながら、並行してあの場所を活

用した交流、そして、活性化のそういう地区にしていければなという思いでいるところで

あります。以上であります。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 町長の考え方を聞いたわけですが、活性化の拠点としての位置づけをされていると。そ

のことは良いのですが、終わったことでいろいろそのことに対してちょっと苦言を申すの

ですが、今回、この閉鎖されることについて、きちっとした形の町民への説明と言うか、

周知はされなかったと、僕は記憶しているんですよね。それで、議会もすぐに対応して、

閉めておくわけにはいかないだろうと。それで、立ち寄った人に便所の提供、売店ぐらい

はということで、今、業務管理でそういうことを行っているわけでございます。そのこと

も含めて、町民は心配しています。私も町民の代弁者だから言わせてもらうわけでござい

ますが、そのことについての経緯については、議会の方でも説明をいただいたわけでござ

いますが、今回の公募の中には前回までの施設の使用料の免責事項なんてものはないわけ

ですよ。経過を見ますと１０年ほど前からですか、半額になっていたのは。そして、ここ

２、３年は、使用料が払われていなかったと。免責事項ってことで。その免責事項で免除

されてもやっていけなかったわけで、今回、また１２０万の使用料を取ってという部分で、

中身をわかっている町民の方の中でやろうか、なんていう感じの方が本当に現れるのかど

うなのか。そのことを考えた時に、僕としては本当にやってもらいたくて公募をかけてい

るのかどうか、というのは極論ですが、そんなふうにも感じるわけですよ。ただ、経営が

なかなか思わしくなく、閉める形に至ったということについては、僕は、先ほど聞いたチ

ェック機能とか、そういうものも含めて、町に幾分かの落ち度があったんじゃないかと感

じるわけなんですよね。とんでもない状態になって、にっちもさっちもいかなくなって、

やれなくなりましたと。だけど、その６ヶ月前には契約を交わしているのです。実に不可

解な話ですよ。終わったことはあまりごちゃごちゃ言いたくないんですが、そこら辺を含

めて、この運営については税金が投入されているわけです。そうなると、きちっと業務の

管理なり、チェックというのは厳しくと言ったらおかしいですが、そういうような事態に
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陥らないようなチェックは、当然していかなくてはいけないのかなと感じるわけですが、

町長、どう考えていますか。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 レストハウスの閉店の関係でありますが、レストハウスにつきましては、先ほどの指定

管理だとか業務委託、直営とは、ちょっと施設の手法が違いまして、ご案内のように、町

が建てて貸し付けをしたという施設であります。借受けを従来いただいていたのは、株式

会社レストハウスということで、町内の有志の皆さんが出資をしてつくり上げた会社、そ

の会社に対して貸付けを行っていたということでありますので、直営の町の公共施設とし

ての設置というよりも、貸付施設として設置をしたということの意味合いがありますから、

具体的に会社経営に対して云々ということはなし得ないことなのかなと、私どもとしては

そう思っておりますが、ただ、今までここに至るまでの経過の中としては、先ほどもあり

ましたように、かなり厳しい経営内容であるという状況等については、それぞれの役員の

皆さんからのお話と、また、社長のお話を聞いておりましたので、それらの対応について

は、町としてもできる範疇の対応は重ねてきたつもりであります。３月の契約の更新の段

階においても、厳しい実情はよくお話は聞いております。但し、その時点では厳しいけど

も何とか頑張っていくと。だから、町も支援できるところは支援をお願いしたいという話

でありましたから、私どもとしてもできるだけ頑張ってほしいと。今、支援できるものに

ついては、可能な限り頑張ってみるからというような形で来たわけでありますが、その厳

しいさが想定以上にやっぱりのしかかって来たということなのかなと。年度の途中による

解約そいうことで、私にとっても非常に、先ほど言ったようにあそこは拠点施設として考

えておりましただけに、本当に残念な思いであるわけですが、現状をやっぱりお聞かせい

ただく中では、それ以上の無理は難しいのかなというような気持ちでもいるわけでありま

して、率直な気持ちは、あそこをさらに発展できるような、そういうような形での運営を

お願いできればなという気持ちであったことは、率直なところでございますが、現状はそ

ういう形での整理がされたということでありますので、これは現状認識の中からやむを得

ないなという思いでおります。町民の皆さんの中から誰かやってくれる方が、今の条件の

中でいてくれるのが一番良いことでありますが、実は、今月末が１回目の募集期限であり

ます。今の段階では具体的な相談をされてきているところがないと、担当から聞いており

ますから、かなり厳しいかなとは捉えておりますが、ただ、それにめげずに、やっぱり前

向きに進めていきたいと考えているところでございますので、そんな意味においても今回、

さらに軽減措置を取らせていただいて、少しでも借りやすい形を求めたわけでありますの

で、それらと並行しながらまだもう一歩二歩、チャンスをしてみたいと考えているところ

であります。 

 

○田中委員長 

 勝又委員。 
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○勝又委員 

 町長ね、軽減措置はわかりますよ。免責なんですよね。免責条項がなくなったでしょと

いうことを言っているのです。そのことを聞きたいのと、町が建てて貸付けをしましたと

いう部分で、公共施設の取り扱いとちょっと違うということで今、答弁がありましたが、

僕は町が建てた建物って、ちょっと違うと言えば違うのかもしれませんが、別段違わない

ような気がするんですよね。これ、僕は思うけど、任せてくれということで任せた方も、

任せられた方もどっちも責任あるんですよね。どうでしょうか。そうは思いませんか。そ

うなった時に、今、責任問題を云々とは言いたくはありませんが、やはり今後、このこと

をどういう形で、また公募をかけて進めいくのかどうかわかりませんが、果たして本当に

公募して入る方がいるのかどうかわかりませんが、そこら辺をきちっと、あまりそこら辺

をうやむやにしない形での契約の成立なり、そういうことはしていったらいかがかなと、

そのように思っています。言いづらいことですが。僕はそれはそれで１つの反省点の上に

立って、改めるところは改めて、次に向かって取り組んでいったら良いかなと思っており

ますので、そのことを含めて、ちょっとお願いしたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 免責条項の関係を、まず先にお答えをいたしますが、基本的には今回、貸付料の年額に

ついて、半減をさせていただいた。これは理由的には施設が古くなってきていると。２０

数年経っていますので、それで償却を考えて、そういう金額に減額をさせていただいたと

いうことであります。それで、免責の基準については、今後の中で、従来は経営の中身が

厳しくなった段階において、何割という計算をしながら減免措置を講じてきたということ

もありますので、これについても踏まえながら、実際にやられる方が出た段階では、そこ

をきちっと踏まえながら、また相談をさせていただきたいと思っている次第であります。

それから、今、貸付けをした施設であるから、町はもう関係ないということではないだろ

うと。それはそのとおりだと思います。但し、現状問題とした時に、いちいち毎月の報告

を上げて、そしてこれはこうだと言うのも、なかなか現状問題としては厳しいということ

の中で、責任を持ってお任せをしたという形で来ておりましただけに、こういう形での、

そして、想定していたのは、契約書の中でも年度の切替の時。毎年契約なんです。実は貸

付けというのは。その中で、貸付けに変動を生じる場合、双方６ヶ月前にそういう手続き

をという規定はあるわけですが、年度途中での解約というのは想定してないものですから。

実際問題として、契約条項の中に年度途中で解約した場合の云々という規定が一切ないと

いうのも実態でございます。そんなようなこともありまして、町の責任は一切ないと言っ

て逃げる気は毛頭ありませんが、現状の契約の中では、そういうような形での処理がされ

るようになっておりましたので、それに基づいてやむを得ないだろうということで、この

件については処理せざるを得なかったという部分も含めて、ご理解をいただければと思い

ます。 
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○田中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと厳しいことを言っちゃったのですが、先ほど町長が言ったように、観光の拠点、

清里の玄関口で、僕は思うけど、いつまでもあの状態にはしておけないと、そう思ってい

ます。その中で、あわよくば引き受けていただける人間が出て、運営していただけること

を望みたいのですが、そのことがなかった時には当然、あのままにしておけないという状

態の中では、幾分かの考え方の中で、どのようにしてしていくかということを考えていか

なくちゃいけない部分なのかなと、そのように思うわけでございます。そのことは、まだ

１２月まで時期がありますので、待つより他にないかなと、そのように思う部分でござい

ます。 

 最後になりますが、いろんな厳しいことを言ってしまいましたが、町長が描く清里町の

将来、また、思いというのは、そんなに町民や私ども議員の描くものとはそんなに遜色が

ないかなと、大きな隔たりもないと思います。迎えます平成２６年は、町長として１期４

年の最終年となります。このたびの決算審査において、多くの意見が寄せられたわけでご

ざいます。これらを十分に参酌されまして、町長のカラーを最大限に出した、思い切った

政策を打ち出していただきたいなと、そのように思う次第でございます。今後とも、町民

の皆さんと力を合わせて職員一丸となって取り組んでいただけるようお願い申し上げて、

総括といたします。以上です。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 レストハウスの関連でありますが、今、募集を求めているわけでありまして、９月いっ

ぱいでその期限ということでありますが、第２次の募集も考えていかなきゃならないと思

っております。ただ、今回の応募がないということになれば、第２次はまだきつくなるだ

ろうと、現状は。そのような理解もしておりますので、基本的に焼酎工場のあの部分と今

のレストハウスの部分を含めて、どのような姿で行くのが良いのかという部分も、並行し

て進めておかなければならないだろうとは感じているところでありますので、今後、より

具体的な部分として、そういう部分も含めて、いろいろ協議をさせていただきたいと思っ

ておりますので、所管の中でもまた改めた協議の場という部分も生じてくると。途中で生

じてくるかとも思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、私も任期的にはあと１年半ということでございます。私なりのまちづくりの

気持ちで、今日まで望んできております。そうした中においても、いろんなご意見等もご

ざいます。ただ、私の、こうやっていきたいという夢もありますから、そういうような夢

の追求に向けて、着実に全力で残りの期間を頑張っていきたいと思っている次第でもござ

います。いろんな面におきまして、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い
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申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○勝又委員 

 終わります。 

 

○田中委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 総括ということでありますが、ほとんど前任者の勝又委員が総括されましたが、私もこ

の指定管理の部分と花と緑の部分を聞いて、町長の考え方が理解できた部分と、他に昨日

の決算の中で、皆さんが質問した何点かの中で、ちょっと変だなという部分があったので、

それらの単発的なことについて、お聞かせいただきたいと思ってございます。 

 最初に、昨日ではないのですが、私こういう機会がたくさんあるので、前回も前々回も

言った記憶があるのですが、新栄・江南小学校の跡地についても、何回も町長に答弁をし

ていただいて、地域と相談する、時期相応をという部分の中で進めて来られた。町長も先

ほど言ったように、任期が１年ちょっとということで、本当にこれをどうするのかなと。

壊すにしても利用するにしても、太陽光の関係についてはなくなったような言い方だと思

いますが、これも変わってきたという部分の中で、まだ答えが出ないのかなという気がい

たしまして、この１点について、お聞かせいただきたいという部分。 

 それから、２点目については、昨日の決算の関係でありますが、グループ制の関係の変

更がないのかという部分で、問題がなければ変更する必要はないのかもしれませんが、グ

ループリーダーという部分で役職の違う立場で、同じ位置にいるということの動きづらさ

がないのかなと。余計な心配なのかもしれませんが、立場が違う人たちが、同じ地位にい

るというのも動きづらいのではないかなと心配するところであります。昨日は変更しない

よというような答弁をいただいたわけでありますが、町長の考え方はどうなのか、もう１

回確認をしたい。同じことだろうと思いますが、本当に問題ないのかという部分を確認さ

せていただきたいと思います。 

 ３点目については、交流人口の関係であります。２４年度も２５年度もそうなのですが、

交流人口を頑張るぞというような文章の表し方をしていますし、当然、札幌、東京清里会

などのふるさと会についてはふるさと応援団、あるいは大使だとかと言って動きがあるの

ですが、そこで見え隠れとはしませんが、佐野市と鶴ヶ島市というこの言葉遣いがしょっ

ちゅう出るのです。ただ、この取り扱いは申し訳ないですが、農協で本当にこれをどうす

るのかという部分、このまま続けるのか、それともこれから大きくするのかという部分。

これら３点について、お聞かせいただきたいと思います。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 
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 ただ今、ご質問の関係でありますが、まず１点目の、新栄・江南の小学校の統合に伴う

跡地の処理の関係でございます。これも従来から申し上げておりますように、新栄につい

ては、特にいろんな内容はなかったということで、町の方に完全にお返ししますのでそち

らの方でいろんな課題を検討してくださいということで、仕切りが終わっております。た

だ、江南については、地域としてまずは考えてみるという中で、いろんな所に研修に行か

れたり、検討会議を開いて今日まで至っておりますが、現状問題としてはなかなか帯に短

し襷に長しということで、その通年を通じた利用の姿というのは、なかなか求めることが

難しいというのが実態だというようなことで、いよいよ町の方も入って、地域の中との連

携で何か良い方法をというようなところまできているというのが実情でございます。具体

的な部分としては、町としてということも必要なのかもしれませんが、基本的に何かの目

的があったからあそこを統合して廃校を造ったと、そういうことではないわけですので、

新たな角度で考えていかなきゃならないというようなこともございますが、然らば今、早

急にあそこの部分で何かをしなければならない、そういう押し迫った部分が現状としてど

うなのかということもございます。そういう中でいくと、今、早急にあそこを使ってやら

なければできないというようなものが見当たらないというような状況にあるわけでありま

すので、これは次の段階になろうかと思いますが、広く、プロポーザル方式と言うんです

か、の提案を求めてみたいということで、内部的にはそういうお話をしている次第でござ

います。具体的に、いつの時点でそのプロポーザルをどういう形でやるんだということに

ついては、まだまだ詰めておりませんが、担当との中では、もうそろそろその時期に来る

ぞということで、いつまでも今のままの形で、５年も６年も先まで置いておくことにもな

らないし、どこかでやっぱりけじめをつけるためのそういうものをやっていかなければ、

その方向性が見えてこないのではないかというようなことでの話をしているということで

ございます。 

 それから２点目の、行政組織の関係でありますが、このグループ制については、平成２

０年に導入をさせていただきました。従来は係制ということでありましたが、自立計画の

策定の段階におきまして、将来、平成２６年においては８０人体制に職員体制をしていく

ということと合わせて、組織についてもそれに合う組織体制を求めていくという中に、グ

ループ制の提起がされたわけであります。その自立計画の提起に基づいて、グループ制を

導入させていただいたわけでありますが、グループと言いますから、何となく今までの係

制とかけ離れたようなイメージを持たれるかと思いますが、決してそうではなくて、係と

係がくっついたと理解をいただき、それがくっついたものがグループなんだという理解で

求めていければと思っております。ですから、Ａ係、Ｂ係、Ｃ係が１つになってＤグルー

プができたと。その中に当時でいけば、Ａ係、Ｂ係、Ｃ係で係長職がいたのを主査に置き

換えたと。だけども、その主査の中の連携が必要ですから、誰か責任を持ってもらうとい

う意味で、グループリーダーとしての主査を求めたと。中には総括主査と主幹という形が

起きておりますが、それはグループの中の総括をする人ですよということで、昔の係の時

にも総括係長がいたんです。というのは、係の中で課長が不在の時に、その係長の中でも

主席係長が代決をすると。そこで相談して物事を行うという、そういう仕組みができてい

たのと全く同じ形なのです。現実的には。だけども、その係で名前を付けようがないもの

ですから、グループという形にしているということで、トータル的にはそのように理解を
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していただければと思います。そういう中ですから、それぞれの職員の方はそのように私

は理解しているんだろうと思っておりますが、ただ、事務分掌とその役割という部分の中

では大きくなりましたから、昔の形で考えていくと、融通性を求めたのが求められてこな

いということがありますので、そこら辺で最初はいずさがちょっとあったのかなと。不慣

れという部分もあったのだろうと思います。平成２０年に導入して、今年２５年ですから、

５年経ちますので、そういう部分での事務分掌、事業量、そういうような部分での見直し

は、常にやっていく必要があるだろうなと思っておりますが、基本的にはグループ制も、

先ほど言ったような形の中での大係制みたいな形でありますから、そういう形の中でやり

やすい方法をさらに、勉強はしていきたいと思いますが、具体的な部分としては、このグ

ループ制をしっかりと整理をしながらやっていければと思っております。これも一つの慣

れだと思います。だから、新しく入ってきた新人の職員はほとんど違和感を持っていない

と思います。そういう組織に初めからいる人は。ただ、途中で変わった人は、従来の形が

ずっと染みついているものですから、どうしても、ちょっとこれ違うかなと感じたりされ

ている向きは、相当あるんだろうなと思いますが、５年経ってきていますので、当初の段

階から見れば、徐々に徐々にそこら辺も解決ができるものは、吸収できるものはしていっ

ているのではないかと思います。ただ、事務の内容的にはものすごく変わってきているこ

とも事実です。ですから、そういう流れの中での見直しというのは、当然、事務分掌の見

直しなんかはしていかなきゃならないと感じているところでありますので、今後の中にお

いても、そういうグループ、組織の強化に合わせて、見直しを続けていきたいと思ってお

ります。 

 それから、交流人口の関係でありますが、委員のご指摘のように、ふるさと会を中心と

しながら、いろいろ今までと違う交流の形で、清里を少しでも売り込めればというような

ことで、一昨年はふるさと会の役員に対して発令をさせていただいたということでござい

まして、今、少しずつそれが今後の中に生きていけばなと思っているところであります。

また、具体的な都市農村交流の事業の中では、栃木県佐野市と、埼玉の鶴ヶ島市の２市と

交流を行っているわけでありますが、佐野市の場合においては、経済的にいちごのリレー

苗という部分でつながっております。一番最初に手掛けたのは、たまたま町の産業課が普

及センターとの間でリレー苗の方式を教えていただいて、佐野市とつながっていったとい

うことですが、実際の作業をされて苗を育てていただくのは、農家のご婦人方にお願いを

するということでありましたので、最初はそういう形で町の方も支援をしながら交流を含

めた、そういう経済交流も含めた中で進めてきましたが、一定の規模事業量になりました

ので、その時点からは農協さんの方にお願いして、具体的な農協の事業の一部として、女

性活用事業の形で農協に位置づけをしてもらって、交流を含めてやっていただいていると

いうのが実情でありまして、町もいろんな面ではここには今も関わっております。おりま

すが、町民の皆さんがフリーで行き来できるとか、そういうような形での交流はされてい

ないというのも実態でございます。今後、そういう部分を含めて、鶴ヶ島と同じような産

業まつりでのお互いのやりとりだとか、そういうことができるかどうかを含めて、また検

証を加えてみたいと思います。また、鶴ヶ島市は逆に、そういう経済交流がなくて、産業

まつりの時にこちらから主に出掛ける交流の方が多いと。一方通行に近いのではないかと

言えば、それに近いものがございます。これらについても今後、いろんな機構の中で、し
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っかりと交流が相互交流につながるような形がとれるかどうか、やっぱり、これが本当に

将来的にもできないということになれば、交流先を検討するなり、いろいろと考えていか

なきゃならないだろうと思っておりますが、今の段階では、おかげさまで町の職員も農協

の職員も、また、商工会も含めて、こちらの方から出向いて行って、直接向こうでいろん

な体験をさせてもらうという部分では、それぞれの役割は担ってきているのかなとは思っ

ておりますが、ただ、一方通行だけでは、交流というお互いの交流にはならないというこ

とも事実でありますので、さらにその上を行えるかどうか含めて、検証を入れてみたいと

思っている次第であります。以上です。 

 

○田中委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 それでは、最初の１番のところから。新栄・江南の小学校の関係については、当然、新

栄はあの地域では、良いですよという部分では、もう最初から町に任せていると。江南は、

これも何回も聞いておりますが、江南はもうちょっと、もうちょっとと言いながら、実際

に相談すると言ってもＰＴＡはなくなっているだろう思いますし、自治会でありますと今、

役員２年交代でと言ったら今聞きますと、３年、４年経つと自治会が１代わり、２代わり

していると。そうしたら、毎年同じことを話して説明しなかったら、これどうするのって

話。これも大変だろうなと。するのであれば一気にと言いますか、話がまとまった時にや

らなければ、永遠に話がまとまらないというような気もいたしますし、まだまだ最終決定

ができていないということは、やっぱり、施策がないのかなと捉えてしょうがないのかな

と。大変残念でありますが、あのままなければ古く落ちていく。これも大変残念な話であ

りますし、中がきれいであれば良いのですが、結構備品等も入っているんだろうなと。当

然、５年、１０年経てば、その備品も使えない物は元々使えないのかもしれませんが、使

える物も使えなくなる。これらも当然、残された町長の期間というのは、限られているわ

けであります。順調にいって約１年ちょっとでありますので、そこら辺まで見通しができ

るものなら、答えを出していただきたいなと思ってございます。 

 それから、２番目のグループ制の関係でありますが、係の集まったものだよということ

でありますが、グループリーダーになれば責任はついてこないのかという部分で、これが

ないのであれば良いのですが、当然、ついて歩くのだろうと。そうしたら、役職の違う者

同士が同じ責任を持つというのも、大変なことでないのかなと、私は思うのですが、そこ

ら辺はどのように捉えておられるのか。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず、１点目の学校跡地の関係でありますが、江南の関係についてでありますが、江南

の自治会の方に検討委員会があったのですが、それがもうなくなりまして、自治会の方で
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検討してくださいという形に、今現在ではなっているということでありますので、その自

治会の役員の方々と具体的にこれから活用方策がどう取っていったら良いのかという部分

で、ご相談を申し上げるという形になってこようかと思いますが、ある一定の段階で出な

ければ、ある一面、任せてもらうということも必要になってくるのかなと。そうしないと、

ずっと検討しながら、ずっと行ってしまうことになりますので、どこかで活用方法がうま

くいかないと、見つからないということになれば、任せてもらうとなれば、その時初めて

プロポーザルでやるかと、こういう話になっていくわけですが、そこのことが出てこない

うちは、なかなか厳しいかなといういうことで、もう２年、３年になりますから、そろそ

ろそこら辺も検討をいつまでやっていったら良いのかという部分も含めて、相談をしてい

きたいと思います。 

 それから、グループリーダーの関係でありますが、当然、グループの中にはグループリ

ーダーがおります。これは総括主査または主幹を持って、グループリーダーといたしてお

ります。その他に、旧で言えば、係に係長がいるのと同じように、主査がそれぞれ何人か

おります。これは当時の、先ほど言ったＡ、Ｂ、Ｃの係に１人ずついた部分が、そのまま

まとまっていますからいます。そこの係の従来で言う係長を代表する係長がグループリー

ダーですので、そういう中での主席、主査の主席、それが総括であります。それから、責

任については、当然、これはもう職員ですから全部あります。それは、職務職階級制とい

う制度ですから、行政の場合は。職務に応じて給料がみんな違いますので、責任はその給

料で補っていくという形になっておりますので、当然、主査より主席主査の総括の方が違

いますので、そういう形の中での役割は担ってもらうということで、ご理解いただければ

と思います。 

 

○田中委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 グループ制の関係でありますが、これらグループリーダー同士の横の連絡、単純に言え

ば、忙しいから手伝いに来てくれと言う、そんな情報伝達だとかという連絡は、できる体

制なのでしょうか。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 グループ間の交流と言ったらおかしいですね。連携は当然、きっちりできるようになっ

ておりますし、それから、グループ内の部署替えについてもできるようになっております。

これはグループ内の部署替えについては規定で、課長が課長権限においてできると。グル

ープ内ですよ。そのようにしております。当初の段階ではグループはグループの中の所管

事務は全部張り付けをいたしますから、それを途中で替えると。やっぱり途中で休まれる

方だとか体調悪くされる方、また、出張で長期に行かれる方などいろいろおりますから、
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その時にやっぱり切り替えていかなければならないというのもありますので、それは課長

権限でできることになっております。それから、グループ間を異動させることもできます。

グループ間異動については、課長段階ではできません。これは私のところまで最終決裁を

いただくということになっておりますが、このグループ間異動もできると規定されており

ますので、ただ、グループ同士でやはりリーダー同士の横の連携と、課長がその中に入っ

て、きちっと連携をとった中での事務分担をした上で、グループ間の異動ということで、

そのリーダー同士のやり取りではできないことになっております。そんなようなことで、

規定上はそういうことで従来の係制よりも、より柔らかく、フレキシブルにできるという

のが、このグループ制だと理解をいただければと思います。 

 

○田中委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 それを聞いて安心したわけであります。私はその中身についてはわからないわけであり

ますが、傍で見ていますと、その時期によってこのグループ大変だなと言ってお手伝いに

来ないということは、隣のグループも大変なんだろうなと。ここら辺が私はわからないの

ですが、本当に大変なグループが一生懸命動いていると。もう少し何とか横につながらな

いのかなと思いながらも、そこら辺ができるということになれば、あと課長の采配の中で、

一つ私たちが見ても不自然でないような、そんな動き方をしていただければ大変ありがた

いなと思ってございます。 

 続いて、交流人口の関係であります。先ほど言ったように、佐野市、鶴ヶ島市という部

分については、基本的にはいちごだとかで農協でつながっているという部分。本来、佐野

市の市長の名前もわからなければ、あまり詳しく私どもはわからない。そういう接点がな

い。当然、うちらのお母さんがいちごで産業まつりの前後に開業して、交流を深めている

とは理解をしておりますが、これは、農協で全てをお願いしてやっていただいているとこ

ろはありがたいわけでありますが、これが町として、交流人口という部分で掲げていかが

なものかなという部分の動き方しかしてないというのが、残念なことだなと。当然、交流

人口を増やすためには、こういういろんな機会を設けていただいて、利用するんだという

考え方だろうと思いますので、今後、これらについても積極的に動いていただく部分、そ

んなことを私は考えるわけでありますが、町長、その点についてお伺いをしたい。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 特に佐野市の関係でありますが、基本的に佐野市の町そのものと、もう一つ、農協さん

でつながっている部分は、ＪＡの佐野農協との関連、どちらかと言うと、元々もそちらの

方のつながりが強い中で、先ほども言いましたように、いちごのリレー苗という目的で始

まっておりましたので、そういう部分があります。そんなような意味において、農協さん
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とそれぞれの生産をされる皆さん方のつながりはものすごい強い絆で実は結ばれておりま

して、逆に言えば、なかなか他の人がその中に入っていくというのは難しい状況かなと思

っております。行政としても、当初の段階は一緒になって市の方も入りましたし、向こう

の普及センターの方々もびっしり中に入ってくれておりましたし、それから当然、ＪＡの

担当の方も組合長さんを含めて、全員であたっていただきまして、そんなことがありまし

たけれども、今、徐々に生産の方が中心となっていきましたので、ＪＡさんの方に主体が

移っていったというような中では、行政の関わりは少しその中では薄くなってきていると

いうのも事実かと思います。いろんな面を使いながら、ＰＲをしながら交流の実質の部分

で、行政対行政の、町対町のそういう交流につなげていけるかどうか、しっかりとそこら

辺を検証しながら、再度やらせていただきたい。ただ、この部分については、ＪＡのリレ

ー苗というものはしっかり底辺で結びついていますので、これはしっかり、大事にしてい

きたいと考えている次第でもございます。 

 

○田中委員長 

 畠山委員。 

 

○畠山委員 

 わかりました。交流人口の関係については、名ばかりでない、実際にどういうような動

き方ができるかと、これはもう当然、私ども楽しみにしながら見てまいりたいと思います。 

 項目別に聞いて、３点目が終わるわけでありますけれども、最初の１点目の統廃合の関

係で、ちょっと忘れていた部分がございます。これから江南の関係については、もう少し

で最終結論を決めると。ということは、条件闘争という可能性が出てくるのかなと。その

ことはないのかな。そうすると、新栄小学校については、要するに、「使った部分の経費

を払ったらどうぞ使ってください」という条件で出された時に、「それでは使えないよ」

ということで断ったという経過があろうかと思います。江南の条件がだんだん緩やかにな

っていって、「さぁ、どうぞ」と言ったら、新栄の方で「話が違うぞ」という話にもなり

かねないので、ちょっと気をつけてお話をしていただければと思います。終わります。 

 

○田中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 学校跡地の利活用の関係については、いろんな考え方があると思っております。特に江

南の方々については、強い思い入れを持っているというのも事実でございますので、そこ

ら辺をお互いに連携をとりながら、必要な部分をしっかりと見極めて、条件闘争で云々と

いうことではないと、私は思っておりますので、本当に必要であればそういう道を開かね

ばなりませんし、やっぱり、それが叶わないとなれば、また違う道を選んでいくというの

も方策かなとも考えておりますので、そこら辺はしっかりやっていきたいと思いますし、

その経過において一定の方向性が見えてくるとなれば、所管の委員会とも十分相談させて

いただきながら、方向性の最終確認をしていきたいと思っておりますので、ご理解を賜り



95 

たいと思います。 

 

○田中委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○田中委員長 

 なければ、以上で総括審査を終わります。 

 

○田中委員長 

 以上をもちまして、平成２４年度各会計決算審査を終了させていただきます。審査の終

了に当たりまして、一言お礼を申し上げたいと思います。各委員並びに理事者、職員各位

に対し、３日間の審査運営に特段の協力をいただきましたことに対し、厚く御礼申し上げ

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、今後十分に検討をいた

だき、今後の予算編成に、また、行政執行に活かされますよう要望申し上げます。審査終

了の挨拶といたします。大変ご協力ありがとうございました。 

 

○田中委員長 

 ここで、暫時休憩といたします。理事者、職員の方は退席願います。 

                             休憩 午後 ２時２０分 

                             再開 午後 ２時３０分 

○田中委員長 

 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２４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２４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まで、都合７件を一括議題といたします。 

 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

議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○田中委員長 

 なしと認めます。審査意見の内容について、事務局に説明させます。 

 

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 それでは、お手元に配付の審査報告書について、ご説明申し上げます。 

 審査案件については、認定第１号から認定７号まで、一般会計、特別会計の決算認定で

ございます。 

 審査日につきましては、平成２５年９月１８日から２０日までの３日間でございます。 

 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２４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、

所期の目的は達成されたものと認めます。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標にお



96 

いても、健全財政を維持していると判断いたしますが、町税、使用料等の自主財源は、人

口の減少や景気の低迷等により大きな伸びは期待できません。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ます。今後とも将来を見

据えた計画的な財政運営と、町民の福祉向上と町政発展のため実施された各種事業が有効

的、効率的に利活用されることを望むのであります。ついては、今回の決算審査特別委員

会の中で出された意見等を十分に整理、検討され、新年度予算の編成に反映させるととも

に、今後の事業執行にも積極的に対応されますよう要望いたします。 

 

○田中委員長 

 審査意見の内容について、ご意見を伺いたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○田中委員長 

 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。 

 

○田中委員長 

 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、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○田中委員長 

 異議なしと認めます。 

 これより、各会計一括して採決いたします。この採決は挙手によって行います。 

 認定第１号 平成２４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２４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、認定することに賛成

の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員であります。 

 したがって、認定第１号 平成２４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２４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、すべ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。 

 

（閉会 午後 ２時３６分） 


