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第４回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年５月１３日（月） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時５０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（第１０号）専決処分について 

  ②平成２５年度一般会計補正予算（第１号）専決処分について 

  ③平成２５年度一般会計補正予算（総務課所管分）専決処分について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）専決処分について 

  ②町民プール整備方法について 

 ●消防清里分署 

  ①職員住宅の改修整備について 

２．道内所管事務調査について 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■総務Ｇ主幹      熊谷 雄二 

 ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚    ■企画財政Ｇ主査    宮津 貴司 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■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 
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○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第４回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 最初に、町からの協議・報告事項ということで、総務課３点ございます。一つひとつ説明をお

願いします。 

 

○総務課長 

 では、１点目の２４年度一般会計補正予算（１０号）専決処分について説明させていただきま

す。 

 本件につきましては、平成２４年度一般会計補正予算（第１０号）専決でございます。３月３

１日付をもって専決処分いたしましたので、概要について説明させていただきます。今回の補正

が平成２４年度の最終予算になるかと思っております。１ページをお開きいただきたいと思いま

す。今回の補正は歳入・歳出それぞれ２億４５１３万６千円を追加し予算の総額を５５億３７８

１万４千円とするものであります。主な補正の内容につきましては、歳入のうち地方譲与税・自

動車取得税交付金・地方交付税・国庫支出金・町債などが確定するとともに歳出におきましては、

国保改定をはじめとする特別会計の繰出金の確定・政策などを行うものでありまして、補正によ

って生じた剰余額については基金の積み増しを行い、今後の事業や償還財源に充当してまいりま

す。２ページ繰越明許費につきましては、規定により翌年度に繰越して執行する４事業でありま

す。 

 詳細につきましては、担当主査より説明させます。 

 

○主査 

 改めまして、１ページ目の歳入・歳出それらの詳細について、ご説明申し上げていきたいと思

います。補正額は先ほど申し上げたとおり２億４５１３万６千円でございまして、歳入につきま

しては地方譲与税から交通安全対策特別交付金所謂一般財に充てる財源を１億８千３２０万６千

円ほどございます。それから特定財源につきましては、使用料から町債までということでござい

まして、使用料手数料につきましては、スキー場の使用料が一部減額させていただきたいと思い

ます。また、国庫支出金につきましては、右記載の主な内容に記載しております、地域の元気臨

時交付金というのが、畑かん国営畑地かんがい斜網地区の協議会負担金事業、それから農道保全

事業、これらについて新たに新政権発足に伴う経済対策ということで、この２事業に対して特別
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な臨時交付が交付されております。それが３千７００万円ほどございます。それから臨時除雪費

事業費ということで、今年降雪量が多かったということで、新たに国の方から別枠で８５０万円

ほどの追加の交付をいただいております。それから、社会資本整備総合交付金ということで、公

営住宅の事業費確定に伴う残。それから、無線システムの普及支援事業、これらの事業費確定に

伴う減額ということで４１６７万９千円の増額補正を行ってまいりたいと考えております。道支

出金については記載のとおり、全て事業費確定に伴う減額でございます。それから諸収入につき

まして老健の介護報酬それを一部減額補正８０万円ほどさせていただきたいという内容でござい

ます。それから町債につきましては２４年度繰越事業として２ページ目にございます５事業につ

いてそれぞれ事業費の確定などにより若干詳細の事業費の調整をさせていただいております。そ

れが２千１５０万円ほど増額とさせていただきたいと考えております。 

 それから、歳出についてでございますが、総務費基金積立２億７千９３３万１千円分というこ

とで、一般財源の剰余分として減債基金に１億２千９３３万１千円、それから公共施設基金に１

億５千万円ということで減債基金につきましては平成２５年度で新たにまた昨年度に引き続き、

繰上償還なども今後してまいりたいと考えた上での、今回の積立と考えております。それから、

民生費・衛生費につきましては、それぞれ特別会計の決算額伴い、一般会計からの繰出金を減額

させて頂きたいと思っています。それから農水費につきましては、畑かんの２４年度繰越事業と

して２５年度に執行します事業を一部２０７万４千円ほど増額させていただき、繰越でまいりた

いと考えております。全体の歳入歳出の説明については以上でございます。 

 続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。先ほど課長からも大枠の説明があり

ましたが、これも４事業につきまして、それぞれ新政権が昨年末発足いたしまして、緊急経済対

策などにより前倒しでそれぞれ公費がついた事業でございます。今回、３月に補正させていただ

いた財源より、先ほどご説明した臨時交付金というのが畑かん事業と農道保全対策事業負担金事

業この２本にあたっておりまして、それぞれ３千７００万円ほど追加の交付が来る予定でござい

ます。それら一部財源を補正させていただいて、これら４事業について２４年度繰越事業として

執行してまいりたいと考えてございます。 

 以上、一般会計１０号補正と２４年度の繰越明許費の概要についての説明を終わらせていただ

きます。 

 

○畠山委員長 

 只今、平成２４年度一般会計補正予算専決処分と言う事で説明がございました。何かございま

せんか。 

 

○議長 

 平成２４年度の基金残高。 

 

○総務課長 

 残高総額におきましては３８億７千万円程度の残高となっております。ご案内の通り基金につ

きましては財政調整基金・減債基金・公共施設整備基金・ふるさと基金・地域福祉基金・この一

般会計の総額３８億５千７００万円程度でございます。 
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○議長 

 口頭で３８億７千万円と言うことなんですが、基金も先程説明があったように、減債基金から

公共施設基金から基金目がもろもろある訳でございまして、中身を一覧にして議員の方に提出を

願いたいと思いますが如何ですか。 

 

○総務課長 

 分かりました。どの時点で紙ベースでの報告かと言うのは別にして、この基金の種別に沿った

基金残高を提示すると言う事で後程提示させて頂きたいと思います。今回の産福常任委員会の委

員会終了後で宜しいでしょうか。 

 

○議長 

 はい。 

 

○総務課長 

 分かりました。 

 

○議長 

 それともう１点。先程説明の中で減債基金の充当をして行きたいと言う考えのようですが、平

成２５年度の予算の中で、当初予算で見られているのか、補正でやるのか、その辺如何か。 

 

○総務課長 

 繰上償還したいと考えておりまして、補正予算で計上して参りたいと考えておりますので宜し

くお願いします。 

 

○議長 

 金額はどの程度考えているのか。 

 

○総務課長 

 減債基金に積み立てます。１億２千９００万円程度と言う風に考えております。 

 

○議長 

 減債基金に積んだ金額を減債にするということの様なんですが、今回やらないでいきなり返済

すれば良かったんでは無いのかと思うんだけど、如何でしょうか。 

 

○総務課長 

 ご案内の通り、総体保留財源等が確定してからと言う風に考えておりましたので、２５年度の

補正で対応したいと考えておりますので宜しくお願いします。 

 

○議長 

 １億２千９００万円確定してから、タイムロスで金利が若干違うかと思うんだけどその辺は如
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何でしょうか。 

 

○総務課長 

 ご案内の通りあくまで２４年度の財源或いは執行これが確定してからと言う風に考えておりま

すので、ご理解願いたいと考えております。 

 

○議長 

 私はいいです。 

 

○畠山委員長 

 他。いいですか。 

 

○池下委員 

 ２４年度の２Ｐなんですけどね、住宅費の公営住宅建設事業で９千４３万円出てるんですけど

も今後も公営住宅って建てて行くと思うんですけど１棟４戸だと思うんですよね、この金額は。

もう少し何とか安くならないもんかなと思っているんですけどその辺如何ですか。 

 

○総務課長 

 委員の安くならないかと言う意味がどう言う意味でしょうか。 

 

○池下委員 

 昨今、町民が住宅を建てると言うと１件当たり坪単価５～６０万円だと思うんですよ。これ見

ますと、坪単価とんでもない高いんじゃないかなと思うんですけど。単純にこれだったら１戸建

て４戸建てた方がまだ安いんじゃないの。普通に考えたらそう言う風に思わさるんですけども公

営住宅って何故こんなに高いのかって言う風にちょっと疑問なんですよね。 

 

○総務課長 

 その辺の坪単価なり、設計単価につきましては詳細につきましては後程所管がここで説明され

ると思うんですが、あくまでも公共単価で設計をしていると言う様な事をまずはご理解願いたい

と言う風に思っていまして、民間の住宅とでは若干違った単価を使っているという事をご理解願

いたいと思っています。また、設計単価・設計につきましては産業福祉常任委員会で建設課が参

りますのでその段階で質問して頂きたいと考えておりますのでご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 宜しいでしょうか。後他。無ければ次に移らさせて頂きますけども。いいですか。 

 

○委員 

 はい。 
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○畠山委員長 

 ②番。 

 

○総務課長 

 ２点目。平成２５年度の一般会計補正予算（第 1 号）専決処分について説明させて頂きたいと

思います。ご案内の通り平成２５年度一般会計補正予算（第１号）これにつきましては４月８日

付をもって専決処分をさせて頂きました。概要につきましては、４月７日に発生致しました、暴

風雨災害における普及に係る経費の補正であります。歳入・歳出それぞれ３千３５３万２千円を

追加し、予算の総額を４１億２千４３３万２千円とするもであります。４Ｐに全体の概要を記載

しておりますが、後程詳細は総務課・生涯教育課・建設課の関連部署により、詳細の説明を申し

上げますので、私からは概要のみを説明させて頂きます。被害状況につきましては４月２２日開

催致しました委員会において説明させて頂きましたので、その時点から大幅の変更詳細の変更ご

ざいませんので、説明は割愛させて頂きます。今回の補正につきましては消防関係の職員の時間

外団員報酬に３９万円、職員の時間外管理職手当関係に８７万９千円、役場庁舎職員住宅関係及

び車両関係に３１１万３千円、倒木処理関係に２９２万２千円、道路排水工事関係に２千５１７

万円、公営住宅倉庫等に起因する車両の修繕の賠償などに１０５万８千円で計３千３５３万２千

円の補正予算を専決処置させて頂いたところであります。各々詳細につきましては、先程申し上

げた通り後程所管課よりご報告申し上げますので以上で説明を終わらせて頂きたいと思います。

以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 平成２５年度一般補正予算専決処分と言う事でこれに関して何かございませんか。 

 

○前中委員 

 被害が出たという事で案件的には１件ですか。 

 

○総務課長 

 総務課関係で１件、公営住宅関係で５件ですね、計６件の補償関係。 

 

○畠山委員長 

 宜しいですか。細部については各課お願いしたいところで。次宜しいでしょうか。それでは③

番お願い致します。 

 

○総務課長 

 今話ございました通り、災害関係の補正の総務課所管分でございます。担当主幹より説明申し

上げます。 

 

○主幹 

 それでは、資料の５Ｐをご覧頂きたいと思います。総務課の補正予算の概要につきましては４

月７日日曜日に発生しました暴風雨による災害関連の補正予算でございます。内容につきまして
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は、災害発生時に緊急的に出動致しました職員人件費また総務課が所管しております施設の修繕、

庁舎周辺の倒木処理また倒壊した施設の解体工事また公共施設の破損により生じた住民の車両へ

の損害に対する賠償を行うものでございます。では、詳細についてご説明申し上げます。科目に

つきましては１３款災害復旧費、１項災害復旧費、１目４・７災害復旧費事業名は４．７災害復

旧事業でございます。 

まず職員手当につきましては管理職員特別勤務手当１６名分でございますが、こちらに１４万

４千円、職員時間外勤務手当４４名分として６２万２千円合計で７６万６千円となってございま

す。修繕料につきましては役場庁舎・車庫等で２６万９千円となっていますが、詳細につきまし

ては役場屋上のフェンス一部防護柵が取れておりまして、それの修繕また消防団員控室の天井の

漏水それと公用車車庫のシャッターの修繕となってございます。公用車の修繕１４万８千円につ

きましては、風にあおらせまして破損したシャッターによりまして、公用車のフロントに傷が付

きましてその修繕となっております。１台分でございます。町職員住宅等６箇所で３８万５千円

の修繕につきましては、羽衣南の単身者住宅こちらのベランダの仕切り壁の修繕が３箇所それと

職員住宅と保育所の間に設置しておりますフェンスの修繕が２箇所そして水元第１にございます

職員住宅の物置の屋根の修繕計６箇所となってございます。倒木処理及び植栽等業務委託料７万

３千円につきましては、大きくは役場の庭に植栽していた杉の木が折れてございます。それと消

防前にあった松の木が倒れたためこちらの処理にそれと散乱した枝等の処理に７万３千円となっ

てございます。公共施設解体工事請負費につきましては、今回の暴風雨で倒壊し、このまま放置

していると周辺に危害を加える可能性がある木造の物置でございますが、こちらを３棟それと木

造車庫を１棟を解体するもので物置の設置場所につきましては羽衣第１の旧病院住宅が２棟、水

元第１の物置が１棟車庫については水元第 1 の車庫となってございます。尚、参考までに今回解

体撤去する施設についてはいずれも現在は使用していなかったものでございます。最後、賠償金

につきましては、今回解体する羽衣第１の物置の屋根のトタンが剥がれましてその剥がれたトタ

ンにより付近の住民の方の自家用車に擦り傷を負わせてしまいました。その車の修理代として賠

償金１３万２千円を計上するものでございます。なお、１件１００円未満の賠償については議会

に対し報告が必要となっております為、今回の補正の専決処分と併せて直近に開催されます議会

において報告する予定となっておりますので、ご了承を賜りたいと存じます。総務課所管の補正

額の合計は１９３万１千円でございまして、この内財源の内訳その他の２７万８千円とございま

すが、これは町が掛けております全国町村総合賠償保険によりまして車の部分公用車の修理代と

住民の方傷を負わせた賠償金これが保険の給付対象になる事が見込まれておりまして、これを諸

収入として財源充当致してございます。残り１６５万３千円が一般財源でございます。以上が４

月７日に発生した災害復旧に係る総務課所管の補正の概要でございます。 

 

○畠山委員長 

 一般会計補正予算の総務課所管分であります。これらについて何かございませんか。無ければ

総務課全て。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点だけ。車庫って言うのか現在使用していなかったというんですけど、使用できる

様な状況で無かったものなのか使おうと思ったらまだ使えたものが壊れたのか、どっちなんだろ
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うね。 

 

○総務課長 

 崩れかけておりましたかなり古い木造の車庫でございまして、現在は使っていなかったという

風に伺っています。 

 

○勝又委員 

 崩れかけていたと言う事は完全に使える状況で無かったと言う事になれば、その事を含めて災

害がたまたまありましたと言う部分も含めてね、そう言う物をきちっと点検して使うあてがなけ

れば片付けておかなきゃいけない部分じゃないかなとそこら辺含めて点検して片付けるべきでは

ないかと思いますけど。 

 

○総務課長 

 委員ご指摘の通り適正な管理をしていなかったと言う事で行政の瑕疵があったという事で保険

が降りると言う様な事でございますので、今後、適正な管理及び不用な物については撤去して行

くという様な事で取組んで参りたいと思いますのでご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 総務課関連何かございませんか。無ければこれで閉めますけども。 

 

○委員 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 分かりました。それでは終わります。 

 

○畠山委員長 

 所管やっていい。順番変わっていい。 

 

○事務局長 

 はい。所管事務調査の関係でございます。一番最後になります。この件につきましては、先月

皆さんにご提案した通り、再度、議長副議長所管の委員長等々協議致しまして、記載の内容で現

在進めているところでございます。受入町村等の都合に因りまして初日と最後の日に視察を入れ

てございます。初日の新篠津村につきましては、近年観光振興に力を入れていまして、篠津湖を

拠点として観光開発を行っています。観光客の増加により温泉商店街や経済効果に繋がっている

ようでございます。剣淵町については皆さんご存知の通り「絵本の里」づくりによって人々の優

しさとか温もりがはぐくまれ魅力溢れる町づくりが進められているところでございます。それと

併せて様々な事業を実施しているということで、今報告致しました内容での視察を検討している

ところでございます。時間等についても更に細かく詰める部分はありますけども、このような形

で進めてはどうかと言う事で提案致します。 
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○畠山委員長 

 只今事務局の説明の中で何とかこの日程なら出来るのかなと言う部分で計画を立ててみまし

た。最終的に今日の帰りまでにと言いますか今日 時間を頂いて、協議する部分があれば協議を

して最終的にこれを決定させて頂いて相手方に伝える。相手側がどう答えるのかこれもちょっと

分からない訳でありますけども今出来る範疇の中では私達は場所・内容決定すると言う部分で進

めて行ければいいのかなと思っています。この事について何かございませんか。日程・場所等に

ついても含めて協議をして頂ければ宜しいと思います。 

 

○畠山委員長 

 日程先程事務局から言われたように帰りの日に剣淵これも出来ればもう都合と言う部分もあっ

てとりあえず帰りだとちょっと遅くなる可能性も出て来るんで、これを正式にお願い出来ないっ

て言う部分もありますんで。いいですか。また細かい部分変更の部分だとか出てこないと思いま

すけども、出て来た時についてはまた両委員長と正副議長と直しながら進めて参りたいと思って

いますのでひとつ宜しくお願い致します。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課２点ございます。１点ずつ説明お願いします。 

 

○生涯教育課長 

 まず１点目の平成２５年度一般会計補正予算専決処分についてご説明致します。６Ｐでござい

ます。こちらにつきましては、４月７日発生しました暴風雨による被害への対応としての専決処

分でございます。まず１点目と致しまして修繕料として江南教職員住宅の車庫シャッターと物置

の壁が一部それぞれ破損致しましてこちらにかかる修繕が２３万１千円、次に委託料として清里

中学校及び清里小学校周辺倒木処理およそ２０本ございましてこれが４０万４千円、続いて町営

野球場の周辺の倒木処理業務が枝払い等も全て含めましておよそ５０本弱ございます４４万７千

円、その後の木が倒れてしまった部分その後の補植と言う事で植栽業務こちらが約２０本ござい

ます。こちらで２６万８千円と言う事で、合計で１３５万円の補正専決処分をさせて頂きました。

なお倒木処理につきましては既にほぼ業務終了しておりますけども物置の修繕はこれから実施予

定となっております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ２５年度一般会計補正予算生涯教育課分と言う事で何かありますか。 

 

○池下委員 

 江南の教職員住宅と言うことなんですけども、今現在あそこは何戸あるんですか。 

 

○生涯教育課長 

 現在教職員住宅使用しておりますのは４戸ございます。 
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○池下委員 

 ４戸あって４戸とも入っているってことなんですか。 

 

○生涯教育課長 

 はい、入っています。 

 

○議長 

 確認したいんですが、学校関係は一般財産だったと思うんですが、教職員住宅は教育委員会の

財産になっているんですか。 

 

○生涯教育課長 

 他に町道の２３号沿いにございました２件につきましては昨年売払いを致しましたが１線道路

沿いにあります旧奥山商店横の４棟につきましては、そのまま教職員住宅として教育財産として

使用してございます。 

 

○議長 

 今池下議員が聞かれた４戸に入居しているって事は、学校の先生が入居しているって事で良い

んですか。 

 

○生涯教育課長 

 清里小学校並びに中学校の教員及び事務職員が入居しております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○議長 

 はい。 

 

○池下委員 

 もう１点。今、清里小学校、中学校の教職員が江南のここに入っているって事は、実は清里小

学校の公営住宅も小学校の教員住宅だと思うんですけども、確か空きがあると思うんですよね。

無かったですか。 

 

○生涯教育課長 

 清里小学校、現在は空きはございません。 

 

○池下委員 

 小学校の教員住宅全部入っているの？ 
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○生涯教育課長 

 はい。 

 

○池下委員 

 うまっているんですか。 

 

○生涯教育課長 

 はい。 

 

○池下委員 

 ああそうですか。 

 

○前中委員 

 仮に清里高校の教員住宅の関係ですけども。それは道だと思うんですけど、そこはかなり空き

があると思うんですけども、そこら辺は詳細は押さえているんでしょうか 

 

○生涯教育課長 

 高校の住宅の中身につきましては詳細を押さえてございませんが、町内の小中学校の教員住宅

につきましては江南及び旧新栄の横の住宅等も活用しながら現在使用しておりまして、教員住宅

的には町内全て埋まっている状況でございます。 

 

○前中委員 

 何故そんな事を尋ねたかと言うとやはりちょっと対応高校の教員の住宅何ですけども、シャッ

ター破損したまま散見される所があるんですよね。学校通りのところ。そこは道の管轄と言われ

ればそれまでですけど同じ様にシャッターが飛んでいて、違うと言えば違うんですけども、どう

なのかな。今関係ないんですけども質問したんですけども。 

 

○生涯教育課長 

 その部分につきましては、ちょっと把握していなかったんですが、他に木の関係ではちょうど

高校の正面職員玄関横の木がちょっと斜めに傾きまして電線に引っ掛かりそうだという事があり

ましてそれは即高校の方へ連絡し高校の方でも対応して頂いている事がございましたのでその辺

高校の方にもちょっと今後の状況どう言う風に対応するのか確認させて頂きたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○委員 

 はい。 
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○畠山委員長 

 次に移らさせて頂きます。②番お願い致します。 

 

○生涯教育課長 

 ２点目の町民プールの整備方法についてと言う事で、７Ｐをご覧頂きたいと思います。この関

係につきましては、今年度の予算執行方針におきましても今年度中に整備方針について定め準備

を進めて行くと言う事で記載をさせて頂いております。今年の２月から３月に起きまして、一部

外部に発注をし、大規模な改修を行った場合の概算の事業費を算出をしております。この資料を

基に大規模改修か建替えかと言う所の比較検討を現在内部で行っているところでありまして、今

回この内容につきまして一度お示しし、今後の整備方針について協議をして参りたいと言う事で

提案しているものでございます。この表の方に大規模改修の場合と建替えと言う事で概算の工事

費等を記載しております。まず工事費関係内容につきましてですけども、金額につきましてはあ

くまでも大まかな数字であると言う事でご了承を頂きたいと言う風に思います。まず、右側の建

替えの場合ですと下の面積の所にも書いてありますけども現在の建物とほぼ同規模のものを建築

するという前提の下でおよそ本体工事で３億５千万円、外構工事駐車場ですとか一部温泉熱を利

用するための配管などを全て含みまして１千７００万円、解体工事に２千８００万円、実施設計

で２千万円、太陽光導入１０kw 導入した場合に６００万円と言う事で合計４億２千１００万円程

度と言う事で見積もっております。 

それに対し左側の大規模改修につきましては現在のプールにつきましては昭和６２年建設の２

６年経過しております。項目としてそれぞれ主な内容を記載しております。外壁の改修と言う事

で１階部分コンクリートの分ですけどもひびが入っている部分を補修し２階の全面張替え現在ア

クリル樹脂板が貼られておりますけどもこれが割れて変色をしていると言う事でこれを撤去して

耐熱性を高める為の１階同様の外壁とし断熱性を高めるものでございます。下地の鉄骨について

も交換すると言う事で２千３９４万円。屋根の改修につきましては全面屋根の葺き替えを行いま

して現在どうしても雪が溜まる形状になっておりまして、すがもりがするということで、これら

の解消、後は、鉄骨内部鉄骨部分の接合ボルト親の交換と言う事で、これは３月にも一部補修を

させて頂いておりますけれども、これのしっかりとした全ての補修を行うものでございます。こ

れが５千１９万円。南側の窓ガラスこちらにつきましてもガラス改修サッシを二重化にしまして

下地材についても交換をし、断熱性を高めると言う事で６千７０９万５千円。プールの水槽交換

一般用プールと子供用プール両方でございまして、現在のアルミ製の水槽が一部腐食しておりま

す。これを保温性・耐久性に優れている素材への変更を行いたいと言う事でこれを５千１９万円。

各種機器類の更新と言う事で濾過機・熱交換機・ボイラー等が経年劣化しておりますので交換す

るという事で４千６２０万円。プール室内の改修と言う事で室内の床・壁ですとか更衣室が現在

狭いという状況がございますので、更衣室を拡張しトイレにつきましても洋式化を行っていく。

また、内部出来る限り段差の解消を行ってと言う事で２千７３８万５千円。改修に係る実施設計

が１千２００万円、太陽光導入した場合の６００万円と言う事で合計致しまして、およそ２億８

千３００万円と言う数字であります。右側備考欄につきましては参考と言う事で計算しておりま

すけども現在のプール建替えを行いまして、別の場所に新しくプールを建てた場合に跡地の利用

と言う事であの部分を他の隣接するトレーニングセンターですとか保育所・緑清荘等の駐車場と

して整備を行った場合、どれ位の費用がかかるかと言う事でおよそ７千万円。大規模な改修に留
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めまして現在のプールの南側が今芝生になっておりまして、一部パークゴルフコースとして使用

されておりますけども、こちらを駐車場として整備する場合およそ半分の面積になりますので、

金額も半分の金額と言う事で参考として載せております。あくまでも整備するかどうかにつきま

しては今後の検討材料となっております。その下がそれぞれの大規模改修及び建替えに係る施設

の内容でございますけども、面積は先程述べましたけれどもほぼどちらも変わりなく１１００㎡

程度と言う事でございます。コースにつきましては２５m 用のプール現在６コースございますが、

建替えの場合ですと１コース減らしまして５コースにして行きたい。幼児側のプールにつきまし

ては現状とほぼ同じであります。低学年用プールと言う事でこれは若干浅いプールなんですけど

も、このプールの設置について大規模改修で行う場合につきましては、先程６コースの内の２コ

ースの水深調整台を設置して、台を設置すると言う事で下の歩行用プールの所で記載しておりま

すけども、歩行用プール浅くしますと低学年用プールとしても活用できる事になります。新築の

場合ですと２５m プール内の横に１コース程度水深調整台を使用して、低学年用プールを設置し

て行きたい。歩行用プールなんですけども、今後整備するにあたりましては単に泳ぐだけと言う

事でなく、町民の健康づくりという観点からも整備もして行きたいと考えておりまして、大規模

改修の場合ですとどうしても現状の水槽を使わなければならないと言う事で、６コースの内の２

コースを浅くして歩行用に対応して行きたい。建替えの場合につきましては専用の歩行プール水

槽を別にしまして、広さ４０㎡で全長約２４m と言う事で新調していきたいと思っております。

採暖室につきましては現状も採暖室がありますけども使用されておりません。これについてはあ

る程度室温を高めれば必要無くなるって事で大規模改修の場合につきましてはこれを無くして更

衣室の拡張に繋げて行きたいと考えております。建替え場合につきましては必要最小限男女共用

の物を１箇所出来れば設置したいと考えております。ギャラリーについては現在２階のギャラリ

ーがありますけども建替えの場合につきましては構造的に平屋建てを予定しておりまして１階の

部分にガラス張りでプールとは別のホールなどにギャラリーを持って来て見学が出来る様にした

いと思っております。その他の主な施設につきましてはそれぞれ男女更衣室、トイレ、シャワー、

管理室、機械室と設置をしまして、建替えの場合につきましては身障者用更衣室並びに兼トイレ

と言う事でこれも設置して行き施設全て段差なくと思っております。 

その下の方で事業実施の為の活用できる可能性のある財源と言う事でいずれに致しましても、

財源をどう言う風に調達するかって事が問題になって参ります。使う事が出来る可能性のある財

源と言う事で過疎対策事業債、北海道地域づくり総合交付金また建替えの場合ですと農山漁村活

性化プロジェクト交付金、緑清荘ですとかパパスで使ったものですけども更に過疎対策事業債の

ハード事業そして道の交付金と言う事でそれぞれ財源が予想されます。建替えの場合の記載して

おります活性化プロジェクト交付金これにつきましても、交流促進施設の整備と言う事での活用

がプール建設にも使えないかと言う事で現在事務レベルでも国の方に照会をしているところであ

りまして、また今月末には町長が上京し農水省におきましてそう言った部分の働きかけをして行

きたいと言う事で現在作業を進めているところでございます。道の交付金につきましてはそれぞ

れ北海道或いは振興局としての枠がございますので、額がどれだけ充当なるかって言うのはその

年度によってもちょっと不確定な部分がございます。今後の検討事項と言う事でまず事業の実施

年度でございます。現在の建物につきましては、本年３月に一部修繕を行いましたけれども出来

れば平成２７年度まで軽度の事業実施が望ましいと言う事であまり長く置きますとまた新たな補

修が必要となって来る可能性がございます。有利な財源の充当と言う事で町内の他の大型事業実
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施年度ですとか起債等の枠などによって年度の調整が必要。また国からの補正等の状況にもよっ

て有利な財源が出てくればそう言った活用して行きたいと思います。建替えの場合の代替えの場

所と言う事で現在地に建設するか他の用地に建設するか検討が必要になって参りますけども仮に

現在地に建替えるとなった場合ですと１シーズンプール休止する必要が出てくると言うことがご

ざいます。他の場所に建てるとなった場合候補地としてはいくつか検討場所ありますけども中々

これと言って一番最適なところがない状況がございます。 

最後に町として基本的な考え方と言う事で基本的にはプール建設から２６年と言う年数もござ

いますので、出来る限り現施設の改修によって超寿命化を図ると言う事で事業検討を進めて行き

たいと考えておりますけども、但し、国ですとか道の交付金起債の活用によっては実質的な町負

担額を考慮しまして、整備方法を今後選択して行きたいと考えております。今年度中には整備方

針を決め２７年度までには事業完了できるように準備を進めて行きたいと言う事で考えておりま

す。具体的なスケジュールとしましては国ですとか道の交付金起債等の財源の目途が立てばこの

方針が決めることができますので、最短早ければ今年度中にでも実施設計を行ってそう言った国

の交付金等活用を図ると言うことで早ければ２６年度にも工事を実施出来ればと言う事で検討を

進めているところでございます。また、財源等の調整今現在作業を進めておりますのでこれらの

方向性見込みが分かりましたら再度協議させて頂きたいと言う風に考えているところでございま

す。 

 以上であります。 

 

○畠山委員長 

 町民プール整備方法比較検討資料と言う事で説明ございました。何かありますか。 

 

○加藤委員 

 １点だけ確認しておきたいんですが、例えば建替えの場合においての候補地等が何点かあると

お話しがあった訳ですが、その場合において建替えの資料の中に外構工事の中に温泉配管等々と

要するに温泉熱の利用と言う事を踏まえた計画のスタンスってことがある訳ですが、その新しい

候補地そう言う物を考えた時に他の用地って言うのが本当に考えられるのかどうなのかそう言う

場合における温泉熱の再利用における省エネ関係部分のバランスはどのポイントと言いますか、

便利性だとかどう言う風に捉えて行くか。 

 

○生涯教育課長 

 現在の用地以外の所に建替えるとなりました場合に周辺のトレーニングセンターですとか周辺

に何箇所か面積的には設置可能なところがございまして只距離が温泉緑清荘の泉源から離れると

言う事がございますのでその場合に配管が必要になってくると言う事でその部分も若干工事の中

には見た訳ですけどもいずれに致しましても現在もその温泉熱を利用し熱交換し水を温めている

という事をやっておりますので、新しい施設につきましても当然これは実施して行く更に太陽光

についても活用できるのは活用して行きたいということで計画をしておりますので代替え地いず

れになろうとしましてもそう言った経費節減の為の温泉熱・太陽光を活用して行きたいと言う風

に考えているところでございます。 
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○加藤委員 

 言葉の上では分かるんですが、距離が遠くなればそれだけ効率が落ちて行く、設備投資、維持

費結果としてやった事に対する本当に費用対効果がどうなっているのかって言う問題点があるか

と思うんですよ。このプールに関しては健康管理部分から非常に大切な安全に快適に利用する為

には、何らかの方法で早急にするって事に対しては賛同しますが、結果としてそれらの運営と維

持費の関係が効率的に受けるようにとりあえずやっちゃえばいいわと言う発想が非常に多いんで

私はむしろ出来上がった後どう言う形で有効利用されるのかされて行く環境の施設になれるのか

維持管理はどうなのかってところに十分にウエイトを置いて計画を練って頂きたい。このように

思います。 

 

○生涯教育課長 

 加藤委員仰る通り、維持管理の関係につきましては非常に重要になって行く風に認識をしてお

りまして現在の施設につきましても４ヶ月程度のオープン期間でございますが、年間の燃料費に

つきましては温泉熱を利用している関係上電気代で６０万円程度と言う事で、光熱水費含めて１

００万円強という状況でございます。今後新しくした場合につきましては、若干期間延長も考慮

しているところでございますけれども、そうなりますと尚かつ維持管理と言う所が問題になって

参りますので、温泉熱の利用つきましては調べましたところ１００m 延長配管しますと０．５度

温度が下がると言う事でそれほど大きな影響はないのかなというふうに認識しておりますのでそ

う言った部分も含めて用地の形状の関係或いは泉源からの距離等考慮しながら代替えの場所に建

替えるとなった場合は検討を進めて参りたいと言う風に考えております。以上であります。 

 

○前中委員 

 仮にプール改修か新築かって話になるんですけど、現状で学校教育の中でプール授業が入って

来ていると思うんですけど、その時の兼ね合いの中の留意性になると一緒にプール施設を使いな

がら共有出来ると言うのが望ましいとなるんですけど、今加藤委員仰った様にもう少し１年の中

で長期間に渡る利用の中で学校教育上の活用があるんですけども高齢者の方々の健康増進と言う

部分がメインになって来るのかな。そのためにソフト的な取組みを今回財団は設定するんですけ

どもそう言うのはやはり検討しているとは思うんですけど、もっと一層明確にしながら進めて行

ければ大変色んな意味・意義のある利活用かなと思う。そこら辺の２点学校教育における立場と

一般の高齢の方々或いは一般の人たちが利活用出来る留意性を判断した中で、維持費の掛からな

いやり方って言うのが一番いいのは言うまでもない。思い切ってオールシーズン出来るのかどう

か、一般の人でもオールシーズンフルに通いたいと言う意見もあると思うんですけど、その辺も

ちょっと合わせて重々検討して頂きたいと思うんですけど。どうでしょう。 

 

○生涯教育課長 

 まず学校教育での関係で行きますと現在清里小学校・中学校、中学校は昨年から使用しており

ます。また幼稚園・保育所と言う事で清里町民プールを活用し体育の授業を行っています。また、

単に泳ぐだけでなく健康づくり健康増進という中での授業と言う事での水中運動などもオープン

期間中には教室を開き実施しておりまして、確かにこう言った方々につきましては、出来るだけ

利用長期間にして頂きたいと言う意見・要望もある所でございます。そう言った意見も踏まえな
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がら現実的に例えば通年へのオープンをすると致しますと他町の施設の例で行きますと年間で光

熱水費が約２千万円から３千万円程度は必要になって来ると言う事がございますので温泉熱・太

陽光等の活用によってどれだけその分の削減出来る事となりますが、そう言う維持管理費費用と

町民利用促進健康づくりまた学校等の利用と言う事を総合的に話しまして現在は４ヶ月ですけど

も整備後はもっと長く少なくとも半年以上やって行けるような内容と言う事で改修をし、断熱性

も高めていって出来るだけ経費がかからない方法と言う事で考えているところでございまして、

その辺を十分ご意見を伺いながら話しながら今後検討して参りたいと言う事でございます。なお

国等の学校サイドの補助金の活用部分につきましては従来から同じなんですけども年間オールシ

ーズンの活用の施設につきましては文科省のほうである訳ですが、季節的な施設についてはそう

言った補助もないと言うのが現状でございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

それでは生涯教育課全般的に宜しいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点。２６年経過しているという事で大規模改修すると事によってどの位今後使って

行けるような事が望めるのか。建替えしたとなれば今までの物が２６年だからそれより若干長い

くらいそう言う様な恐らくこの整備した部分でそう言う事も十分考えて行かなくちゃいけない部

分かなと思うんですよね。それで大規模改修した場合この２６年経過した物に手を加えてどの位

の将来的に使って行ける見込みをしているかな。ちょっと聞きたいな。 

 

○生涯教育課長 

 大規模改修につきましてはこちらに記載している項目の通りほぼ基礎部分を除きましては全面

的に改修する事にしてございます。従いまして、今後の維持管理にもよりますけどこれにつきま

してはほぼ新築と変わらない程度３０年以上は持たせることのできる改修をするための経費は如

何なものかと言う事で検討資料を作成しております。いずれに致しましても改修並びに建替えに

しましてもしっかりとした２次補修を行って行き超寿命化と言う事で出来る限り施設を長く使え

るよう配慮して行きたいと言う事で考えております。 

 

○勝又委員 

 何で聞いたかって言ったらひとつの判断材料として手を加えて部分と新しく作った部分でどれ

だけ言わば寿命の部分で変わって来るのかなと言う事でちょっと聞きたかった事と検討と言う部

分で建替えの事も出ている訳ですけど一番下の町としての基本的な考え方の中には大規模改修で

検討を進めると書いてあるけど、これがこう言う風に打ち出すと下手したら検討したけど基本的

にはそうだったけど建替えになりましたってなった時に、うちら話の中でその部分で検討の中に

入るかあれだけど一般町民が来られた時にはなんだ結局は改修と言いながらも建替えなんだと言

う感じで捉える部分がある様な気がするんですよね。そうなった時にここら辺の基本的な考え方
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どう打ち出すってのもどうかなって部分感じるんですけど。そこら辺   。 

 

○生涯教育課長 

 現在 におきましては、どちらの手法が一番いい方法かと言う所は白紙の状況でございますけ

ども、只全体的な費用単純に事業費の概算で申し上げますと 1 億 5 千万円弱の差がある訳でござ

いましてそう言った部分で出来るだけ経費を節減して行きたいと言う事で基本的に改修の方で進

めて行きたいんですけども財源の調整下に書いてあります通り実質的な町の負担今年度も含めま

して減らすことが大切になって参りますのでそれを勘案して、最終的には決めて行きたいと言う

事でございます。ですからまだ、改修ありきで進んでいるという訳ではございません。 

 

○畠山委員長 

 他。 

 

○池下委員 

 まだ検討資料なのでこれからって事なんですけども、どちら向いても太陽光発電１０kw て書い

てあるんですけども。去年檮原に視察に来た時はプールに地熱を使っているんだよね。向こうで

は。これ地熱の場合だとどう言う風な計算になるかって言う資料はそちらで検討したのかなと思

いまして。どちらも太陽光で１０kw で蓄熱なしって書いてあるんですけども地熱の場合だとどう

言う風になるのか先程加藤議員も言っていましたけども温泉熱だとどの位掛かるのかとかそこら

辺の資料もこの次の時には提出して頂けるのかなと思いまして。檮原町はうちの町と条件が違う

んで必ずしも向こうは地熱がベストだと思ってやったんでしょうけども、うちの町とはちょっと

状況が違うから必ずしもそうはなんないのかなと思うんですけども、一応検討してもらえればな

と思いますね。 

 

○生涯教育課長 

 この太陽光発電の関係につきましても、こう言った施設を設置した場合どれ位の費用がかかる

と言う事で計算しておりまして地熱発電の関係につきましては資料として検討しておりませんの

で今後委員おっしゃるとおり、地熱の活用性につきまして検討して参りたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他。ございませんか。なければ、これで終わらせていただきたいと思いますけども。 

 それでは、生涯教育課これで終わらせていただきます。 

 次に、消防清里分署から１件について、説明願います。 

 

○消防分署長 

 消防の方から案件でございますが、職員住宅の改修整備についてということで説明をさせてい

ただきます。 

 本件につきましては、昨年の１２月に補正をいただきまして、設計が完了いたしましたので、

修理内容について説明させていただきたいと思います。改修の内容につきましては８ページに改

修平面図を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。住宅は鉄筋コンクリートの２
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階建てで、昭和４６年に建築したものでございます。 

 主な改修の内容といたしまして、外断熱・玄関ドア・ユニットバス・便所・台所・内装を和室

から洋室へということで改修を予定してございます。設計金額につきましては、３１４７万円と

いうことで予定しております。 

 なお、今回の改修を修理に係る補正予算につきましては、６月の定例会に提出を予定しており

ます。ですが、歳出科目つきまして、一般会計の総務費での計上を予定しております。一般会計

の予算計上の理由といたしまして、住宅の財産の所管について確認の結果、町の普通財産という

ことで計上されておりましたので、つきましては一般会計の予算計上ということで、ご理解をい

ただきたいと思っております。 

 以上、簡単でございますが説明といたします。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、職員住宅の改修整備ということで説明ございました。何かございますか。 

 

○議長 

 確認しますけども設計料はいくらでしたか。 

 

○消防分署長 

 設計金額ですか。設計金額９３万円位だったと。１００万円超えていない。 

 

○議長 

 設計料の審査の審議の時もかなり出たかと思うんですか、新築するべきではないのかなと。改

築ではなくという話が各議員からも出ていたんですが、今回も改修案でいきますと１４坪です。

私手計算したんで数字間違っているかもしれませんので、間違っていれば訂正してもらいたいん

ですが、今回設計工事費３１４７万円でいきますと１戸当たり約８００万円、７８７万円くらい

かかるんですね。改修が１戸当たり。単純に計算しやすく８００万円で計算すると、１４坪でい

くと坪５５万円かかる。根本的に議会が言っていたように、新築やった方が職員の将来のことも

考えるとすべきだ。１戸建てをやった方がいいということになるような気がする。この辺どうな

んだ。 

 

○消防分署長 

 １２月の補正の段階では議員さんの方からいろいろとご指摘いただきまして、住宅の建替えと

いうことでご意見いただきましていろいろ内部でも検討いたしました。建替え等検討したんです

が、現在、消防の方の広域化事業の関係が不透明であるという部分で、今５年間消防の広域化の

事業について延長がかかったこともございまして、現在のところ、斜里郡斜里地区消防組合につ

いては現状のままで動いてはいるんですが、５年間延びたことによって、再度国の方なり、道の

方からまた動きが出て来るのかなと考えております。それらも含めまして、当面現住宅の改修に

よって整備を行っていきたいなと考えているところでございます。 
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○議長 

 広域化の問題については全然問題ないわけで、今、署長が言われたようにこの建替えの予算は

総務費で普通財産でやりますよって言っているわけなんだから、広域になろうがならないが全く

関係ない話ですよ。１戸建てで新築したらどうだという話と、広域化とは全く関係ない話。それ

であれば、消防費で建てるべきです。やるべきなんです。関係ない中で何を言いたいかというと、

慎重に議会で審議してきたやつを改修でいきますよってことで突っぱねといて、出てきた金額が

３千２００万円も出てくる。３千２００万円を単純に計算すると先ほど計算したように、間違っ

ているかもしれませんが、私の手計算で行くと約８００万円。８００万円を１４坪で割ったらな

んぼになって来るんですよ。１４坪の面積で職員住宅が職員の住宅として満足できる住宅なのか。

やはり１戸建てでもう少ししっかりしたものを建てたらどうだと言っている訳ですよ。そう言う

中で中途半端な建物に８００万円、３千２００万円もかけていいのかと。将来の職員の雇用を考

えた時にしっかりとした建物を建てなきゃならん中で、こう言う中途半端な物に３千２００万円

かけて良いのかと言うのが１２月の議論があったと思うんですよ。それであの当時は総体金額が

出て来て無かった訳で設計費の９０万円の金額しか出ていない訳で、その中ではそれ以上議論が

出来なかったんだけど。言わざるを得ないんじゃないの。これ。投資の仕方が間違っている様な

気がするな、これ。  

 

○総務課長 

 分署長の立場でご答弁申し上げたところでありますが、一般職員住宅と言う位置付けでの改修

と言うでございまして町の方針としては職員住宅については新たな新築については行わない。現

状の職員住宅を改善・改修して使用して行くというような方針と致しまして、今ほど、分署長が

答弁申し上げた消防組合の将来的なあり方を含めた形で現状の１棟４戸の分署前にある住宅を改

修・改善して当面消防職員が活用するための住宅として、修繕して行くと言う事で今回の提案に

なったところでありますのでご理解願いたいと言う風に思っております。 

 

○議長 

 総務課長にお話したいんですが、委員会なり議会なりで提案したやつが検討して行くならいざ

知らず、町の考えがこう言う考えだから了解してもらわなきゃ困るばっかり言われるんじゃ提案

も何も出来ないんだな。まったく議員の意見を尊重しようとか聞き入れようとか町づくりの中に

取り入れて行こうかとまったく考えられない。町の基本方針がこうだから話だけ一方的にされる

と全然委員会で話しもしたって何も前向きな話にならない訳で町の考えですとこれ言われてしま

うと議論する何も無いんじゃないの。それどうなんだ。 

 

○総務課長 

 当然議会或いは委員会のご意見を参酌しながら政策なり決定して行くと言うことでありまし

て、具体的な政策・事業の中にも委員議員の意見を反映してとこれ基本でございます。そのよう

な事で行政進めて参ると基本ベースと村尾議長の仰る通りです。今回の消防職員の住宅改修につ

きましても、当然町は修繕と言う様な方向で考えておりまして、その中で、議員委員会の中から

ですね新築でどうだと言うご意見も参酌されましたが、今程述べたように町の職員住宅の在り方

・考え方及び消防組合の今後の将来的な在り方、参酌しながら議員の意見も参酌しながら総合的
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に検討した中でこう言った６月の修繕での補正予算の調停と言う事で調停予定と言う様な事で提

案させて頂いたということでご理解願いたいと言う事で考えております。 

 

○議長 

 私が言いたいのは投資効果ですよね。こんな中途半端な家に３千２００万円もかけて良いのか

って事ですよ。その辺一体どう思っているのか、１２月の議会でも相当話は出たはずですよ。そ

れでも一向に聞きいれをしない。１４坪の職員住宅で職員が不便を感じないのかどうなのか。１

４坪で３千２００万円をかけて投資効果があるのかないのか。どう考えたって昭和４６年の建物

に３千２００万円もかけてさ、１４坪のやつで２階建のコンクリで響く家で使い勝手の非常に悪

いやつで本当に良いのかと。２４時間昼夜勤務して頂いている消防職員、家で休んで頂けるよう

な住宅なのかどうなのか。そう言う話をしているにも関わらず町の方針なんだと言われたらこれ   

しかたない。議会もチェックも何も出来なくなっちゃうねこれ。まったく歩み寄るとか検討して

みるとかそういうのが一切見えない。金額も見たら３千２００万円。他の議員も唖然としている

と思う。到底納得僕は出来ない様な気がするんだけど。他の議員の皆さんも考えあるから。私は

これで意見止めますけども。議員の提案が、全部通ると思っていないけどやはり一方的に町の考

えだと言う事で了解してもらわなきゃ困る話じゃ、もうこれから一切話しできなくなるね。 

 

○総務課長 

 決してですね、町の方針が確定したんでそれに従って頂くとかそれに同意してもらうために委

員会なりにご協議申し上げている訳ではございません。必要なものについては当然参酌或いは賛

同させて頂いて 事業に当たって行くと。これ当然の話でございますので、町の方針が決まった

んで従って頂くと言う形での提案でございませんので、ご了承願いたい。 

 

○加藤委員 

 この関係の中で今分署長が言われた消防の広域化が５年延びたどうのこうの話しがあったんで

すが、基本的に今回のデジタル化に行う方法、例えば１１９番の一元化の方向性が本当に１本化

になるのか、あるいはならない。各市町村でやろうとすると司令室の問題・仮眠室の問題色んな

部分の中での調整が必要となって来て、その時に現時点の建物内における調整の中できちんとす

るのか或いはそれを増築しようとしないとならない場合に起きた時仮眠室の環境とかそういうも

のを踏まえた時にどっかに設置しんとならんとか問題点こう言う問題点がきちっと本当に整理さ

れたのかどうか。それを踏まえて、町営住宅と言いながら消防住宅として職員住宅として使って

行きますよっていう捉え方で方向性が見えて来たのかどうか。その辺について確認をしておきた

い。 

 

○消防分署長 

 加藤議員ご指摘の１１９番の一元化か関係でございますが、この関係につきまして４月の中旬

に三町の町長・副町長合同によります遠軽美幌視察と言う事で 実際に確認をしているところで

ございます。一元化の方向についてとりあえず今事務局レベルで話を進めている段階でそのメリ

ットデメリットこれらの関係色々問題点数多く出て来ておりますので、その辺を洗いだししなが

ら今土台作りをさせて頂いている最中です。今月中には組長の方とも三町の組長とお話をして行
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きたいと言う風に考えているところであります。一元化の部分で行きますと、職員の通信人の確

保それらの関係色々人員的な問題色々出てくる部分ございますので、それらを含めて現在検討中

でございますのでご理解願いたいと思います。 

 

○加藤委員 

 １１９の一元化の問題それが結論がね。例えば各町村でやるよって言ったら指令室の整備もき

ちっとしなきゃならんでしょ。先程も言ったけど庁舎の改築と言う事が当然出てくるわけです。

そう言う形になった時に環境がどうなのか。例えばこれで行けばここ部分いつも言われています

けど、これだけの金額をかけてこの部分を直すことが正しいのかどうか。これも良いかもしれま

せんけど、もうちょっとかけて別の場所に移動させて、待遇の良い環境にしてこの部分の一部を

色んな部分施設の中に活用するって方法総合的な部分のその場当たりでなくて将来に渡ってビジ

ョンに対しての施設の在り方運用ってものも捉えた時に大丈夫なんですか。お尋ねをしときたい。 

 

○消防分署長 

 今仮に今一元化が無くなった場合におきましては、現状と同じ形で清里分署で通信受けて対応

すると言う形も考えなきゃならない。これ当然のことです。休憩室等の部分につきましては、現

状の中で使用が可能だと言う風には考えてございますが、新たに増える機械等がございます。そ

れらの設置場所を仮眠室に置くのでは無く第２控室等利用して置くと言う様な形も考えられま

す。それらあげてみないと分からない部分もございますので、それらも含めて検討して行きたい

と言う風に思っております。 

 

○加藤委員 

 現時点でそう言う風になるって決まってない部分での論戦は中々したくないわけですが、機械

の部分をデジタルの機械を入れるとものすごく熱がでるんですよね。放熱・空調の関係非常に居

るとなると別室問題という色んな問題点。そうなると建物が別個に居るとかって色んな問題が起

きた時に大丈夫なんですか。今回やる職員住宅、消防に使うって言っていますけども、この部分

を逆言うと一部そう言う施設にそのまま活用していくっていうパターンにしていった方がコスト

的にも掛からない運営方法がいいってパターンにならないんですか。一元化出来てデジタル化出

来て設備投資しなくていいっていう目途が立っちゃっているんですから町の主導でやるって言う

ならこれも仕方がないかもしれませんけど、その時にもしも違った環境に更にしないとならんと

なった時に中途半端な経費になって行かないんですか。そこまで考えて前回の時点で提案された

時に大丈夫ですかって言っていたら、方針がって言ったんですけども、それならそれならですよ、

納得のいく改修に相応しい数字で直すべきですよ。でも、それでは満足しないから直すんであれ

ばここまでっていう数字になると実質どうなんですかと言う疑問が湧いてきていると思うんです

よ。真剣にやっぱりこの改築工事費が出た時点で最終判断をした最大の理由はどこなんですか。

総務課長。 

 

○総務課長 

ご指名がございましたので。基本的には今の消防職員住宅は職員住宅と言う位置付けでありま

すが消防職員の住宅としての位置付けがほぼそうなんですが、職員住宅消防職員住宅としての位
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置付けの中で消防の将来展望含めた形でまた町の職員住宅の位置付けの中での新たな新築はしな

いという方針の中での今回の結論と言う事でご理解願いたいなと思っております。基本的にこの

改修の修繕の単価がどうなのかと言う部分につきましては当然内部的にも検討しながら結論を出

したという事をご理解願いたいと思っております。まあ補足があれば。 

 

○加藤委員 

 と、言う事はこれから職員住宅の職員住宅って言う捉え方ですよね。職員住宅としての新築は

絶対ありあないと言う事ですね。そう言う捉え方。５０年経とうが７０年経とうがそれをやり返

して行きますよって事で永遠と行くって事ですか。要するに基礎だけ残せば改築ですとこう言う

スタンスで行くスタンスを。 

 

○総務課長 

 当然行政の継続性がありまして、方針については継続して行くものと考えておりますが、加藤

議員の仰った５０年１００年先の将来までと言う事については中々その通りですと言えない。当

面の話でございますので当面が２０年なのか３０年なのか５０年なのかについてはその時の政策

なりの考え方もありましょうが、今現状においては、消防職員住宅の新築については行わない方

針があるとご理解願いたいと思っております。 

 

○議長 

 これは先程、池下議員の話と重複するんですが、２Ｐ皆さんに見てもらいたいんですが、公営

住宅が先程池下議員から話したんですが、補助が５０％切って４０数％だと思うんですけど２千

９００万円ですね約３千万円ですよ、３割ですね、９千万円に対して、今課長が言うように職員

住宅は建てません方針ですよと言いながら、補助事業のわずかな３割の補助事業のための公営住

宅、異様に高い。補助を除いたやつでも家が建つくらいの単価でやっているにもかかわらず、こ

れに職員住宅使う訳ですよ。これだけの補助事業があるからって事で職員住宅作りませんと。根

本的に補助事業の町づくりしか考えていない。今からやろうという気持ちが全く考えられない。

一般財源だって６千万円使っている訳ですよ。６千万円で家を建てることを考えようとしない、

補助事業をもらって建てることばっかり考えている。だからそう言う発想になっている。今回も

消防住宅は補助事業でない訳ですよ。公営住宅全部補助事業なんだから。補助事業だって３割し

か当たらない。そう言う状況の中で、やはり根本的に補助事業からの縛りから自由に発想して町

づくりを考えて行き無いとならんでないかと。職員住宅建てません。みんな公営住宅入っている

んでないか。どうなんだその辺は。 

 

○総務課長 

 ご案内の通り職員については、特賃・特公賃に入居にしている者もおります。これは個人の選

択でございますので、ここに必ず住まないといけない指示は行っておりませんので。その辺居住

については住んでいる事は議長の仰る通り事実でございます。そこに住め・住むなって言う町と

してなんら支持をしておりませんので、ご理解願いたいと思います。 
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○議長 

 住むところあるのか、入らなかったら。 

 

○総務課長 

 自己で建設する者もおりますのでそう言った選択については。 

 

○議長 

 自分が家を建てなかったら住む所あるのか、特公賃入らなかったら町の職員住宅が余っている

のかと言う事。 

 

○総務課長 

 現状で良い悪いは別として余裕がある、住んでいない住宅はございます。 

 

○議長 

 住んでいない住宅どうしてるの。そうしたら。 

 

○総務課長 

 住んでいない住宅については、空き家で管理しております。 

 

○議長 

 空き家で管理するなら壊すとかやらんとなんない。その辺どうなんだべ、適正な管理している

のか。 

 

○総務課長 

 いかなる部分が適正か見解分かれるところでありますが、適正に管理していると言う風に考え

ています。良い悪い古い新しいは別としての話です。 

 

○議長 

 これ以上言っても住めるのか分からんけどさ、空き家だとか。とんでもないぞ。これ。根本的

に職員住宅の位置付けどう思っているのかって事だな、職員住宅の位置付けが明確でないからこ

う言う事なるんだろう。それで新しく作りませんって、こんな事言っているのならどうもならん

よな。職員住宅をどう思っているのかってことだよ。どう言う考えを持っているの。 

 

○総務課長 

 ご案内の通り、町の考え方としては職員住宅については新たな職員住宅につきましては新築を

して行かないと言う基本的な方針の元、出来るだけ、定住を図るために職員は住宅を新たな職員

自身が建てることを推奨しております。それまでに至らない人間については職員住宅もあります

が、職員住宅又は町営住宅これに入居するという選択肢しかうちの町ではない。民間のアパート

が無い訳ですから、そんな選択肢の中で職員については状況を決める。町としても今言ったよう

な方針で職員については町に住んでもらって仕事をしてもらう形での方針と言うことしか今のと
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ころ言えないところが事実であります。 

 

○議長 

 今の論法から言ったら何で消防の住宅直すの。どう言う意味で直すんだ。 

 

○総務課長 

 ご案内の通り、４５年建築して、現状もまだ入居し続けている人間がおると言う状況の中で不

便・不具合の所について直していくと言う様な事で直すと言うことであります。 

 

○議長 

 職員住宅で、消防住宅で古いの沢山あると思うんだけど、それは住んでいる所は直しているの

か。直すのか。 

 

○総務課長 

 不便・不具合なところが出た場合については、部分改修なり修繕なりをして行くか実態でござ

います。 

 

○議長 

 不便な不具合なところたくさんあるんだけど、把握しているのか。 

 

○総務課長 

 居住する職員の意見等を聞きながら修繕改修をしているところであります。 

 

○議長 

 先程から話聞いていると全然一貫性がないんだよね、職員住宅に対する考え方の一貫性がない

んだわ。例えば特賃でも何でも消防職員が入りたいって言うなら入れるわけで。それで何故直す

のか。直す必要無い訳だよね。そして、課長が言うように自前の家を持ってもらおう。基本考え

だとそう言う話をしているのかしていないのか。どうなんですか。その辺は。 

 

○総務課長 

 職員住宅の考え方として、新たな住宅については新築をしないと言う現状の基本方針の元作業

を進めて参ったところであります。現状の居住している消防職員に新たな整備した特新・特公賃

・単身者住宅に入居すれという指示は出しておりません。 

 

○村尾議長 

 今、何故、指導しないの。 

 

○総務課長 

 その具体的なところまで私が応えられる範疇が若干超えていると思っておるんですが、基本方

針に沿って仕事を進めて来ているとこでありますので、ご理解願いたいと思っております。 
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○村尾議長 

 財政を考える総務課長が３千２００万円の工事をする場合にそんな事位考えてもらわなきゃ困

るんでないのか。今までの答弁している理屈から行くとそれくらいの事言うべきでないのか。３

千２００万円の大金をかけるのに財政課長として総務課長として、それは当然特賃に行ってくれ

とかそう言うことがあってしかるべきでないのか。 

 

○総務課長 

 議長の今のご意見、貴重なご意見として承りたいと思っております。今後とも行政コストなり

投資効果なり、基本的に考えていかなければならないと思っておりますので、その辺受け止めて

今後仕事に反映して参りたいと思いますので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○議長 

 ご理解願わないけど、ご理解する。 

 

○総務課長 

 ありがとうございます。 

 

○加藤委員 

 議長はご理解するとなったわけですが、投資効果という形でしている時にちょっと方向を変え

て伺いたいんですが、職員住宅の家賃と言うのはここまで大規模に直して変わるんですか、変わ

らないんですか。 

 

○総務課長 

 当然大規模改修した住宅につきましてはですね、家賃設定も変えて行かなければならないと思

っておりますので設定は変わるかと思っております。具体的にどれ位に変わるのかの部分につい

ては私として積算を持って来ておりませんので答えられないんですが、当然投資した金額もあり

ますので、見合うか見合わないかは別として家賃の設定を変更する事は考えております。 

 

○加藤委員 

 答弁になってないんですよね、見合うか見合わないか分からないどっちから見て見合うのか見

合わないのか。この原価償却に対応できる数字では無いかもしれないと言う表現が一つと、もう

一つは議長先程から言われている様に賃貸住宅公営住宅との比較をした時に高くなるのか安くな

るのかこう言う所が住む方と投資掛けた方と両方の問題点私はあると思うんです。そう言う物を

十分に検討してやっぱり進めて行かないとならんですよ。だから、議長と言う立場で分かりまし

たと言っちゃいましたけども、私はこう言う問題をきちっと最善の方法を皆さんにご理解頂ける

ような方法をもう一度提案して進めて行くと言うこう言うスタンスにして行くべきだと考えます

がどうですか。 
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○総務課長 

 消防職員が入居する町職員住宅の建設につきましてはこの３千２００万円の予算を持って６月

の議会に上程して行きたいと言う風に考えます。その中でこれが新築にと言う様な予算の上程に

ついてはならないと言う事にご理解願いたいと思っております。只今仰った様なあくまでも家賃

の問題については、現状の家賃から改定して行くと言うについては考えております。只、何度も

申し上げる様ですが、これが新築に方向転換と言う形についてはならないと言う事をご理解願い

たいと言う風に思います。 

 

○畠山委員長 

 皆さん相談なんですが当然お話を聞いた中では、その中でまだまだ２名の方しかお話を聞けて

いない部分で、これが最終的にその意見が町サイドとして聞いてくれるのかどうかと言う部分、

ここら辺が変更できないんだよと言う事では、相談にも何もならないと言う中では、それがはっ

きりするならこの部分については説明を聞いて一旦中断をさせて頂いて、議員の中で相談させて

頂くと言う一つの方法もある。変更は聞かないというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○総務課長 

 この３１４７万円の改修の費用で６月の定例会に予算上程をする予定でございますと言う所が

私の応えられる範疇だとご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 どんなもんかわかりませんが、委員会これ終わってからなのかちょっと分からないですが、そ

れは又議長などと相談させて頂いてこの案件についてもう少し別枠で協議をしたいと考えていま

すのでそんなところで宜しいでしょうか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 あと、消防の関係はよろしいでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 それでは、 

 

○畠山委員長 

 ３番の関係、次回の委員会の開催ということで。局長。 

 

○議会事務局長 

 ６月２０日が定例会ですから、そうしますと、６月１０日前後になろうかと思います。６月１

０日が月曜日、１１日が火曜日ですので。 
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○畠山委員長 

 次回、６月１０日前後ということで予定していただきたいと思います。 

 その他、４番、その他でありますけども、さっきの案件の関係、どんな計らいをすれば。改め

て委員会終わってから。 

 

○田中委員 

 このまま町で出してくるって言っているんだから、反対するんならしろと。 

 

○加藤委員 

 まず１番の問題点は職員住宅の在り方って言う事をどうして行くのか、新しい新築をしないと

言う表現の中ともう一つは職員住宅は確保して行かなきゃならんと言う反面、力は入れすぎてい

ませんよと言うことでしょ。新築はしないって事だから、だけど改築するなら良いんだと言って

いて今回の改築は改築と見るべきなのか新築と見るべきなのか 

 

○田中委員 

 金かけるんならな。 

 

○加藤委員 

そこまで来ちゃっている。 

 

○田中委員 

 議長の言うように住むとこ無かったら公住に入るしかないんだろうし。 

 

○加藤委員 

 実際入っている人もいるんだし。だからその辺も括りって言うか職員住宅としての捉え方或い

は町営住宅って言う捉え方この辺の整備をきちっと町でどうするのかって言う回答を求めないと

駄目。 

 

○前中委員 

 一般職員入ってもいいんでしょ。 

 

○加藤委員 

たまたま消防が入っているだけで。 

 

○議長 

 正直言って職員住宅の古いところ酷いの。ドア１枚で。 

 

○勝又委員 

 住環境悪くして、公営住宅に住むのを促すような感じなんだな。 
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○議長 

 公営住宅は先程言っているように非常に単価が高いんですよ。補助 でもらっても   建つ

位の金額なんですよ。根本的に考えないと１４坪の所７００万円８００万円だよ。普通の家建つ

って。 

 

○加藤委員 

 逆言ったら、変な表現だけども４戸の職員を住ますのに３２００万円かけるんであれば、逆言

ったらこの半分でも渡して１戸建て建ててもらった方が良いんでないのかって言う表現だと思う

んだよ。だから４人に対しての問題で無くて清里の全部の職員に対してどう言う形で居住環境の

問題を整備して行くかって事を町としてもう一回整備してもらわないと。 

 

○畠山委員長 

 その関係についても本当はゆっくり話したいところなんですがこれから産福あるんで申し訳な

いんですがこの関係についての煮詰め方は終わってから相談させて頂きますので、すいませんが

よろしくお願いします。終わります。 

５分間休憩。 

 

 

○畠山委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 

 

○畠山委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第４回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時５０分） 

 


