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平成２５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２６年 ９月１８日（木） 

  開 会   午前 ９時２７分 

    散  会   午後 ３時３５分 

 

 

●出席委員（７名） 

   委 員 長  畠 山 英 樹     委  員  池 下   昇 

   副委員長  前 中 康 男     委  員  澤 田 伸 幸 

   委  員  勝 又 武 司     委  員  村 島 健 二 

   委  員  田 中   誠      

 

 

●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総括主査    宮津 貴司 

  総務Ｇ主査      鈴木由美子    総務Ｇ主査      吉本  淳 

  企画財政Ｇ主幹    本松 昭仁    企画財政Ｇ主査    泉井 健志 

  企画財政Ｇ主任        半澤  忍 

  町民課長             澤本 正弘    町民生活Ｇ総括主査  梅村百合子 

  町民生活Ｇ主査    阿部 真也    町民生活Ｇ主査    北川  実 

税務・収納Ｇ主幹   清水 俊行    税務・収納Ｇ主査   吉田 慎治 

  保健福祉課長     薗部  充    保健Ｇ総括主査    佐々木順子 

  保健Ｇ保健師長    太田富士子    福祉介護Ｇ主幹    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       二瓶 正規    農業Ｇ総括主査    永野  宏 

  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 土井 泰宣 

  焼酎Ｇ総括主査    武山 雄一    焼酎Ｇ主査      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主幹    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 

  水道・公住Ｇ総括主査 原田 賢一    上下水道・公住Ｇ主査 荒  一喜 

  出納室長       溝口 富男 
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  教育長        村上 孝一    生涯教育課長     岸本 幸雄 

  学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚    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      伊藤 浩幸 

  社会教育Ｇ主査    小林 正明 

  消防清里分署長    河合 雄司    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 

  警防係長       内野 智也 

 

 

●職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長       小貫 信宏 

    主  査       寺岡 輝美 

 

 

○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、委員長であります畠山委員長よりご挨拶申

し上げます。 

 

○畠山委員長 

 おはようございます。決算審査特別委員会の開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げま

す。この度、私が委員長そして前中委員が副委員長として選出をされ、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をいたします。 

アベノミクス効果により景気が回復したと言われておりますが、地方は依然と景気の低

迷が続いて、厳しい財政状況というふうにどこの自治体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。本定例議会には、平成２５年の会計の決算認定が提案

され、本日から２４日まで４日間にかけての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、又はその効果を検証するものであります。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、各委員の将来展望に立った建設的

な意見と理事者側の明解な答弁をいただきたいというふうに思います。 

４日間、各委員そして理事者各位に特段の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。よろしくお願いをします。 

 

（開会 午前 ９時３４分） 

●開会宣告 

○畠山委員長 

 これより、平成２５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。 
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○議会事務局長（小貫信宏君） 

 平成２５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。 

 ３の審査日程については、本日より２４日までの４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

内容の説明の審査を行います。明日は９時３０分より審査を再開いたします。３日目の２

２日は残りの審査を行います。４日めの２４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。 

 

○畠山委員長 

 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２５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～ 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 

平成２５年度の会計につきましては、一般会計及び６特別会計併せて歳出総額で６５億

５千５１４万６千円の決算額となってございます。各分野におけます主な新規及び主要事

業といたしましては、パパスランド道の駅の外構整備、町民活動施設の改修整備、図書館

蔵書検索システム、診療レセプトシステム、戸籍事務電算化システムの導入、小学校児童

用パソコンの更新整備、公営住宅ひまわり団地１棟４戸の建設、さらに、継続事業といた

しましては、ＪＡ清里農協が実施いたしました深層曝気処理施設、清里地区道営畑地帯総

合土地改良事業及び農地・水環境対策事業、３線及び４線道路の改良舗装事業などであり

ますが、大型事業につきましては、補助及び交付金によりを実施させていただいたもので

ございます。 
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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等の商店街活性化事業や救急医療体制づくり事業、子宮頸が

んヒブワクチン等の予防接種事業、清里高校新入学生への入学支援事業や海外研修事業、

小学校の多人数学級の教員及び支援員の配置、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などや、そのほか新規事業といたしまして、子育て健康支援と

しての水疱瘡ワクチンの支援対策、清里の高校生の進学のための入学資金貸付制度の創設、

公共施設のＬＥＤ化による経費の節減と環境対策防災減災対策としての防災情報メールシ

ステムの導入、これに焼却施設長寿命化計画に伴う清掃センターの改修事業及び再生可能

エネルギー導入可能性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

に年度末には、町内事業者に平成２６年度への繋ぎ経済対策を実施いたしましたし、各分

野にわたる所要の事業につきましても、計画どおりに実施されて頂くことができました。

これもひとえに議員並び町民皆さんの御指導、御支援、そして協力の賜物であり、心より

感謝とお礼を申し上げる次第であります。 

また、監査委員さんにおかれましては、８月１２日から９月５日までの長期間にわたり

ました。時節柄大変暑く、お忙しい中を全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す。心より厚くお礼を申し上げます。 

平成２５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

中国を中心とする新興国経済の減速、そしてシリア、イラクなどの中東国外紛争が長引き、

極めて不安定な状況になっておりますし、新たにウクライナ紛争に伴うロシア軍の侵攻、

アフリカ諸国でのエボラ出血熱の流行など、国際的対応のもとで早急に解決をしなければ

ならない課題が山積をいたしております。日本国内におきましても、東日本大震災からの

早期の復旧、復興。各所で頻繁に発生をいたします大雨などによる未曾有の大災害。急速

に進む円安による燃油、飼料などの高騰。電力会社の相次ぐ値上げ、消費税率の引き上げ

による地域経済の影響、さらにはＴＰＰ交渉とも相まって一段と厳しい環境下となってお

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、日本経済と財政の立て直しを最重

要課題とし、金融政策、財政政策、そして成長戦略の３本の矢によるいわゆるアベノミク

スよる財政再建とセーフティネットの構築。そうした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い

るとのことでありますが、現状は、大震災からの復旧・復興の遅れ、産業の空洞化による

国内産業構造の脆弱化さらにはＴＰＰ交渉など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。 

このような状況を踏まえ、町政の執行にあたりましては、第５次総合計画に掲げた本町

の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。また、昨年は清里の大地に開拓

の鍬が下され、１１５年。小清水・斜里、両町から分離独立して７０周年という記念すべ

き節目の年でありました。私たちは、先人先輩の皆さんのまちづくりにかけた苦難の歴史
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と熱い思いをしっかりと受けとめ、次の時代へと引き継いでいくことを誓い、さらなる発

展を目途に、今その歩みを刻み始めたところでございます。町民の皆さんとともに清里町

の新たな歴史をつくるため、持てる力を余すところなく全力を傾注してまいります。 

最後になりましたが、これより畠山決算審査特別委員会委員長並びに前中副委員長の采

配により、決算審査をいただくことになりますが、委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。どうぞよろしくします。 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 それでは、一般会計の決算内容について説明させていただきます。まず、説明資料の確

認をお願い申し上げます。 

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

合清里分署決算につきましては、特別会計の最後に編纂しております。財産に関する調書

につきましては各会計決算書の最後に編纂しております。清里町各会計歳入歳出決算書、

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。なお、決算

意見報告が代表監査委員から説明が行われておりますので、できる限り要点のみを説明さ

せていただきたいと思います。 

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

平成２５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。ピンクのページの次です。 

平成２５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６８億９千６９２万８千円に対し、決算額は６７億

８千３４０万７千円であり、執行率は９８．３５％となっております。歳出につきまして

は、決算額が６５億５千５１４万６千円であり、執行率は９５．０４％であります。歳入

歳出差し引き残額は２億２千８２６万１千円であります。平成２４年度決算額については、

歳入６９億５千８３１万円。歳出は６７億３千７９３万円であり、歳入では６千１３８万

２千円、歳出は１億８千２７８万４千円の減となっております。農林水産直売食材提供供

給施設設備工事の終了が主な要因と考えます。会計別の歳出ベースにおける対前年比較に

おいては、一般会計で１億４千８８３万３千円の減となっている他、介護保険特別会計が

９３７万５千円。国保会計が５２８万１千円。後期高齢者医療特別会計が２８３万７千円。

簡易水道特別会計が１千５４８万６千円。農業集落排水事業特別会計が１千８万円の減と

なっている他、焼酎事業特別会計が９１０万８千円の増額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２５年度の歳入総額は５３億１千６８９万３千円であり、歳出は５１億２１１万７千円。
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歳入歳出差引額は、２億１千４７７万６千円となっており、実質収支の内容は歳入歳出決

算額から、翌年度に繰越いただき、財源を控除した１億３千７９５万９千円となっており

ます。当該年度実質収支から、前年度実施収支を差し引いた単年度収支につきましては、

マイナス１６７万７千円となっております。 

３ページ、一般会計の款別決算額調べ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５３億２千４５４万９千円。収入済額は５３億１千６８９万

３千円であり、不納決算額は２６万４千円であり、収入未済額は７３９万２千円となって

おります。前年対比では、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２６万３千円です。ですがそのうち町民税が８万８千円、固定資産税が１６万７千円

であり、軽自動車税が７千円であります。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５９８万８千円であり、

町民税２７７万円。固定資産税３１９万８千円。軽自動車税２万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使用料、住宅使用料の１３８万７千円及び督促手数料

１万７千円であります。予算額に対する増減額は、１億１千９１０万７千円の減であり、

収入割合は予算現額に対し、９８．７％、調定額に対しては、９９．９％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５２．８％、国庫支出金が９．５％、町税

が８．６％、諸収入が７．５％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申し上げます。予算

額５４億３千６００万円に対し、支出済額５１億２１１万７千円で、翌年度繰越金が２億

３千６１万７千円であり、不用額は１億３２６万６千円となっております。執行割合は予

算額に対して９３．９％であります。翌年度繰越額の内訳は、農林水産業費が道営農地整

備事業、農道保全対策事業に３千１７９万９千円。土木費が公営住宅建設事業に８千６７

７万２千円。消防費が消防デジタル無線整備事業に、１億１千２０４万６千円となってお

ります。歳出全体における各科目の割合は、前年から大きくかわりなく推移しております

が、特異的なこととしては４．７、災害復旧事業、美里地域湧水災害復旧事業、江南地域

湧水災害復旧事業が挙げられます。総体で３千８４８万２千円の決算となっております。 

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、

共済費等、一般管理費の需用費、役務費、財産管理費の需用費、総合庁舎管理費の需用費

が主な要因であります。民生費につきましては、各種扶助給付費、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、

各種医療対策費の扶助費及び需用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、及び林業振興費の負担金補助及び交付金、商工費の商工振興事業費負担

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、住宅建設費の工事請負

費が主な要因であります。教育費につきましては、教育諸費における負担金補助及び交付

金が主な内容です。また、学校教育の需用費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おるところであります。平成２５年度決算額５３億１千６８９万３

千円の内、地方交付税などの依存財源は、３９億２千５５９万２千円で、構成比は７３．
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８％。徴税と実質財源は、１３億９千１３０万１千円で、２６．２％の構成比となってお

ります。特定財源につきましては、１３億２千９１４万３千円。構成比は２５％。一般財

源は、３９億８千７７５万円で構成比が７５％となっております。平成２４年度との比較

では、依存財源が３億３千８８０万円の減となっており、パパスランドの事業終了等によ

る町債の減が主な要因であります。また、一般財源６．４％の増は、基金からの繰入が１

億５千３００万円。これが主な要因であります。 

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、歳出を消費

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分してお

ります。合計欄で説明申し上げます。平成２５年度の決算時における財源内訳は、特定財

源が１０億４千８４３万３千円であり、構成比が２０．５％。一般財源は４０億５千３６

８万４千円で構成比は７９．５％となっております。また、経常的な一般財源は２７億９

千９２３万９千円であり、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は７０．２％となってお

り、前年対比で１％ほど下がっている状況にあります。投資的経費の決算合計額は、８億

５千１６１万５千円であり、３億５千２０８万２千円の減となっております。 

７ページをお開きください。本表は款別性質別の歳出内訳であります。消費的経費のう

ち人件費及び物件費について款別に区分したものであり、人件費総額は７億２千１１０万

６千円で前年対比８６０万１千円の増となっております。また物件費については、１０億

５千７５７万６千円であり、前年対比３億３千４９５万円の減であります。商工費委託料

の減少が主な要因と考えられます。 

８ページをお開きください。本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２４年度末。決算年度は、平成２５年度。翌年度以降は、平成２６年度以降とな

っております。決算年度であります。平成２５年度中における債務負担は、８ページ、農

業基盤強化資金利子助成事業を始め、全部で２８件１億４千７２０万５千円となっており

ます。また、平成２６年度以降の債務負担については、２８件で、５億５千３６１万円で

あります。 

１０ページをお開きください。地方債の現在高調べでございます。下段の合計欄をご覧

ください。平成２４年度末現在高が７９億８千３５４万２千円であり、平成２５年度中の

発行額が３億３千５１０万円。当該年度の償還額が元利合計１１億４千７６８万７千円と

なっております。従って平成２５年末現在高が７２億８千６９６万円となり、前年対比で

６億９千６５８万２千円の減となっております。なお、普通交付税の算入による財政措置

は５億５千５１９万９千円となっております。 

以降１３ページから７５ページまでは、主要政策の成果。７５ページ、７７ページから

８０ページまでは決算不用額の主な内容。８１ページは、各会計各施設の経営計上収支状

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、１ページをお開

きください。初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。土地の年度中

の増減につきましては、６２８．１１平米の減であり、年度末現在高は９４７万８千９９

７．７５平米であります。定住団地分譲地の１戸分の販売による減であります。また建物

につきましては、木造が５５１．５２平米の減、非木造が４０１．５２平米の減であり、

年度末の現在高は９万７２３．１平米であります。 
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２ページをお開きください。２ページから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現在高を記載しております。後ほどご参照ください。 

５ページをお開きください。５ページにつきましては、物件、有価証券、出資による権

利について記載しております。（４）出資による権利の中の北海道社会福祉施設運営財団に

ついては、これまで行ってきた福祉施設の措置費等の支払い事務については都道府県の国

保連合会が行うということになり、財団の残余金を北海道町村会に寄附したことによる減

でございます。１５万円の減となっております。 

６ページをお開きください。物品につきましては、乗用車２台が減。都合３３台となっ

ております。基金につきましては、１億８千８１８万９千６６１円の増で、北海道備荒資

金は、配当積立により８１万６千１６２円の増となっております。これを合わせた基金総

額は４５億５千４２９万９千６００円となっております。 

なお、奨学資金貸付金、町民海外派遣研修事業貸付金基金については、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いては、生涯学習課長より説

明申し上げます。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 地方自治法第２４条の規定に基づく資料といたしまして、基金の運用状況について御説

明申し上げます。７ページをご覧ください。はじめに、清里町奨学資金貸付基金の運用状

況です。決算年度末現在の基金の総額は４千５００万円で年度中の増減はございません。

貸付額の現在高は１億５千５８４万５千円で、備考欄に記載のとおり、２５年度中の貸付

は清里高校から大学等に進学する際の入学資金貸付が、１１名で、９１３万５千円。専修

学校及び短大、大学への就学に係る奨学資金貸付が合わせて６名で２５２万円。合計１７

名、１千１６５万５千円となっております。償還額の現在高は、１億２千９４２万６千円

で、決算年度中の償還は、合わせて３３人、２５７万３千円となっております。したがい

まして、決算年度末現在の基金残高は１千８５８万１千円となります。 

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

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

度中の増減はございません。なお備考欄に団体ごとの出資額が記載されております。貸付

額の現在高は、２千７９１万７千円で決算年度中における貸付けは３名、３６万９千円で

あります。償還額の現在高は、２千７５４万８千円で、年度中の償還は１名、２万７千円

となっております。したがいまして年度末現在の基金残高は、８６３万１千円となります。 

以上で、２基金についての運用状況についての説明を終わります。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 課長。以上で一般会計の内容について説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 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。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

 平成２５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、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２５年度款別決算額調べについて説明いたします。歳入の決算

額については、一番下の行合計で説明いたします。予算現額が４億１千１６５万円に対し

まして、調定額は４億１千３０９万９千円。収入済み額は４億１千２０９万７千円。不納

欠損額は６３万３千円。未収入額は３６万９千円となっております。不納欠損額の内訳に

つきましては、介護保険料が６２万９千円。督促手数料が４千円で、未収入額の内訳につ

きましては、介護保険料が３６万７千円。督促手数料が２千円となっております。予算現

額に対する増減額は、４４万７千円の増額となっており、収入割合は予算現額に対しまし

て、１００．１％であり、調定額に対しては９９．８％となっております。 

次に歳出についてでありますが、予算現額が４億１千１６５万円。支出済額は４億１千

５６万２千円。不用額については１０８万８千円であり、主な要因については、地域支援

事業が５９万３千円。保険給付費が４８万５千円であります。割合は予算現額に対しまし

て９９．７％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

別決算額調べをグラフ化したもので説明は省略をさせていただきます。 

次に３ページ第２表、性質別経費分析表については、負担金補助及び交付金の合計額が、

４億１８９万１千円と全体の９７．９％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

りますんで、説明の方を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ページをお開きいただ

きたいと思います。実質収支に関する調書により説明いたします。総収入額は４億１千２

０９万７千円であり、歳出総額は４億１千５６万２千円。歳入歳出差引額及び実質収支額

は、１５３万５千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であります。基金でありますが、

前年度末現在高は、９９６万２千４１５円であり、決算年度中の増減額は、２０万２千６

５８円の減額であります。決算年度末の現在高は、１千１６万５千７３円となっておりま

す。以上で決算の説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 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２５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ページ目をご覧ください。第１表、

款別決算額調べについて御説明申し上げます。 

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７億４千
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８２０万８千円に対し、調定額７億５千６９５万４千円。収入済額７億４千９９７万４千

円。不納欠損額５０万９千円であり、未収入額は６４７万１千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５０万７千円。督促手数料が２千円でございます。

また未収入額の内訳は、国民健康保険税の現年課税分が１１６万５千円。滞納繰り越し分

が５２９万７千円であり、合わせて６４６万２千円。督促手数料が９千円でございます。

予算現額に対する増減額は、１７６万６千円の増となっており、収入割合は予算現額に対

し、１００．２％。調定額に対し９９．１％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７億４千８２０万８千円に対

し、支出済額７億４千８１７万４千円であり、不用額は３万４千円でございます。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

をグラフ化したものでございますので、ご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の性質別経費分析表であり、主な経費として、負担

金補助及び交付金が７億２千４９４万７千円であり、全体の９６．９％となってございま

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、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

て御説明申し上げます。歳入総額は７億４千９９７万４千円。歳出総額７億４千８１７万

４千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は１８０万円でございます。１２

ページをご覧ください。財産に関する調書について、御説明申し上げます。国民健康保険

事業基金につきましては、前年度末の現在高が８万３千２６０円。決算年度中の増減高は、

基金積立金利息の２０円であり、決算年度末の現在高は８万３千２８０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。 

 

○畠山委員長 

 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２５年度後期高齢者医療特別会計決算状況について御説明申し上げます。各会計歳

入歳出決算説明書、緑色の仕切りの１ページをごらんください。第１表、款別決算額調べ

について御説明申し上げます。 

はじめに歳入の款別決算額について、合計額でご説明申し上げます。予算現額５千８８

４万６千円に対し、調定及び収入済み額は共に５千８９９万３千円であり、未収入額はご

ざいません。予算現額に対する増減額は１４万７千円の増となっており、収入割合は、予

算現額に対し、１００．３％。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、５千８８４万６千円に対し、

支出済額５千８８０万５千円であり、不用額４万１千円となってございます。予算現額に

対する執行割合は９９．９％でございます。 
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２ページをご覧ください。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５千７７０万円と、全体の９８．１％となってございます。 

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ページをお開きください。 

実質収支に関する調書について御説明申し上げます。歳入総額は５千８９９万３千円。

歳出総額は５千８８０万５千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は１８万

８千円となってございます。以上で説明とさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 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２５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、御説明申し上げ

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

別決算額調べ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６千

５２１万１千円に対し、調定額は６千７２３万６千円。収入済み額は６千６４４万２千円

となっております。不納欠損額はありません。収入未済額は７９万４千円となっており、

未済額の内訳は、水道使用料の現年度分が４９万８千５６０円。滞納繰越分が２８万８０

０円。督促手数料が１万４千８５０円となっております。予算現額に対する増減額は１２

３万１千円の増となっており、予算現額に対する収入割合は１０１．９％。調定額に対し

ては９８．８％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御説明申し上げます。予算現額６千５２１万１

千円に対し、支出済額は６千１３２万３千円であり不用額は、３８８万８千円となってお

ります。予算現額に対する執行割合は９４．０％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。２ページは第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べをグラフにしたものですので、説明は省略させていただきます。 

３ページをご覧ください。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、主

な経費として人件費が８１７万８千円で全体の１３．４％、物件費が１千１０６万７千円

で１８．０％、事業費が１千８４万６千円で１７．７％、公債費が２千６３０万６千円で

４２．９％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

費の調べですので、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、地方債現在高調べであり、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２４年度末の現在高が２億２

千９００万３千円。平成２５年度中における発行額はありません。平成２５年度中の償還

額は、元利合わせまして２千６３０万６千円であり、平成２５年度末現在高は２億７４５
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万６千円となっており、普通交付税に算入された額は１千２２２万９千円であります。 

６ページから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２５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６千６４４万２千円。歳出総額は６千

１３２万３千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに５１１万９千円

となっております。 

７ページをご覧ください。財産に関する調書について御説明申し上げます。１の公有財

産における土地及び建物及び物件並び、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２４年度末の現在高は、３千２３５万

５千４８円であり、決算年度中の増減額は、３８７万３千円の増、決算年度末現在高は３

千６２２万８千４８円となっております。以上で説明終わります。 

 

○畠山委員長 

 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２５年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につきまして御説明申し上

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

億２１０万７千円に対し、調定額１億４７２万８千円。収入済額１億３９６万８千円とな

っており、不納欠損額は７万７千円となっております。収入未済額は６８万３千円となっ

ており、内訳は使用料の現年度分が４６万２千３００円、滞納繰越分が２０万８千３００

円、督促手数料が１万１千９５０円となっております。予算現額に対する増減額は、１８

６万１千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１０１．８％、調定額に対して

９９．３％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御説明申し上げます。予算現額１億２１０万７

千円に対し、支出済額１億８２万５千円となっており、不用額は１２８万２千円となって

おります。予算現額に対する執行割合は９８．７％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、農業集落排水事業に係る工事請負費が主

な要因となっております。 

２ページをお開きください。２ページは第１表の附表であり、ただ今説明いたしました

款別決算額調べをグラフにしたものですので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、主

な経費として物件費が２千５５３万３千円で全体の２５．３％、公債費が６千１５９万８

千円で６１．１％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

費の調べですので、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表は地方債現在高であり、現在高調べであり、合計欄で
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ご説明いたします。区分は水道事業債と過疎対策事業債であり、平成２４年度末の現在高

が６億５千８６５万２千円。平成２５年中における発行額はありません。平成２５年度の

償還額は、元利合わせまして６千１５９万８千円であり、平成２５年度末の現在高は６億

１千３７８万３千円となっており、普通交付税に算入された額は３千１７６万５千円であ

ります。 

６ページの主要施策の成果、並びに７ページの決算不用額につきましては、記載のとお

りであり説明を省略させていただきます。 

続きまして、平成２５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１億３９６万８千円、歳出総額は１

億８２万５千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに３１４万３千円

となっております。 

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

産における土地及び建物並び、２の物品につきましては共に決算年度中の増減はございま

せん。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 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（二瓶正規君） 

 平成２５年度清里焼酎事業特別会計決算状況について、各会計歳入歳出決算説明書によ

りご説明いたしますので、うぐいす色の焼酎事業特別会計の１ページ第１表款別決算調べ

をお開きください。 

歳入からご説明いたします。歳入の予算現額の合計は７千４９０万６千円に対し、調定

額及び収入額の合計はいずれも７千５０３万６千円であります。なお予算現額に対する増

減額の合計は１３万円です。主に諸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１００．２％であり、調定に対する収入割合は１００％であります。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。歳出の予算現額の合計は７千４９０万６

千円に対し、支出済額の合計は７千３３３万８千円であります。予算現額に対します執行

割合は合計額で９７．９９％であります。なお不用額は一款総務費で主なものといたしま

して、賃金および役務費委託料でありまして、合計で１２７万８千円。２款製造費の主な

ものにつきましては事業費で、２８万９，０００円。４款基金積立金１千円。合計で１５

６万８千円の不用額となっております。 

２ページをお開きください。２ページは第１表の附表であり、歳入歳出それぞれ棒グラ

フで表示したもので説明は省略させていただきます。 

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

の各款ごとに人件費、物件費等基金積立金を示しております。説明は省略させていただき

ます。 

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

ります。説明は省略させていただきます。 

５ページをお開きください。５ページは決算不用額の主な内容となっております。説明
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は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出歳入歳出決算書によりご

説明いたしますので、６ページをお開きください。６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７千５０３万６千円。歳出総額７千３３３万８千円であり、歳入歳

出差引額及び実質収支額は１６９万８千円となっております。 

７ページをお開きください。７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の物品についての増減はありません。２の基金につきましては、決算年度中に６４９万

７千５０１円を使用し、年度末現在高は１５４万３千１９２円となっております。以上で

説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（河合雄司君） 

 平成２５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清里町各会計歳入歳出決算説明書でご説明申し上げます。 

最初に清里町各会計歳入歳出決算説明書、説明書をご覧ください。１番後ろの青色の仕

切りからが斜里地区消防組合決算になりますので２ページをお開きください。第１表款別

決算額調書によりご説明いたします。 

歳入の決算額について合計額でご説明いたします。予算現額の合計が１億６千１３６万

４千円に対し、調定額合計及び収入額、収入済額の合計はいずれも１億５千７６９万３千

円となっています。予算現額に対して収入済額は、３６７万１千円の減となっております。

収入割合は、予算現額に対して９７．７％、調定額に対しては１００％となります。 

続きまして、歳出につきましては予算現額が１億６千１３６万４千円に対し、支出済額

は１億５千７６９万３千円であり、不用額は３６７万１千円となります。不用額の主なも

のは常備消防費清里分署費の職員手当等５５万２千円。同じく需用費１１５万５千円。非

常備消防費清里消防団費の旅費７４万３千円でございます。支出割合は予算現額に対し、

９７．７％となっております。 

次に３ページをお開きください。第２表性質別経費分析表で、左から１列目の常備消防

費の合計額が１億２千６７４万３千円で、全体の８０．４％を占めており、次の列、非常

備消防費の合計額が１千３５３万３千円と全体の８．６％、消防施設費の合計額が６６万

２千円と全体の０．４％となっております。 

また消防本部費につきましては１千６７５万５千円と全体の１０．６％を占めておりま

す。 

次に４ページをお開きください。第３表は、ただいま御説明いたしました款別決算額を

グラフに示したものでございます。 

次に５ページをお開きください。第６表は緊急出動等の状況となっております。１の火
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災出動は２回となっており、火災内容は記載のとおりでございます。２の災害出動は１回、

３の訓練警戒出動は５５回となっております。また４の救急出動は１６２件であり、種別

については、同表に記載のとおり、また傷病者搬送の内訳については、①の表のとおりと

なっております。 

次に６ページをお開きください。消防団員災害等出動手当支給状況となっております。

団員の出動につきましては５７回１千７８０名の出動で、手当支給額は７２０万９千円と

なっております。 

次に７ページをお開きください。第７表は消防本部費関係の決算調書と調べとなってお

り、７ページは総括、次のページは性質別歳出の内訳となっております。 

次に斜里地区消防組合清里分署歳入歳出決算書をご覧ください。１番後ろの青色の仕切

りからが斜里地区消防組合の決算となっております。その中の７ページをごらん下さい。 

財産に関する調書の公有財産について御説明申し上げいたします。公有財産の（１）土

地及び建物については、清里分署庁舎から第３分団庁舎まで、非木造の合計が７６２．７

０平米で前年度からの増減はございません。 

８ページをお開きください。８ページの右側２の物品につきましても、車両、ポンプ、

無線機について、前年度から増減はございません。 

最後のページは水利の現況でございますが、火水槽につきましては増減はありませんが

消火栓につきましては、札弦地区において１カ所減となり、全体で６０箇所となっており

ます。以上で説明を終わります。 

（再 開） 

○畠山委員長 

 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。１１時まで休憩と

いたします。 

休憩  午前１０時４５分 

再開  午前１１時００分 

 

○畠山委員長 

 休憩を解いて再開いたします。 

 

○畠山委員長 

 ただいまより、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。 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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。 

 （「質疑なし」との声あり） 
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○畠山委員長 

 次、進みます。２項総務管理費・１目一般管理費、１７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 なければ次進みます。２目財産管理費３目地籍管理費、１９ページ。一括で審査お願い

します。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 次に進みます。５目自治振興費、１９ページ～２０ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 次、行きます。７目防災対策費、２１ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ２１ページ、７目防災対策費。の１３節委託料の緊急情報配信システム整備についてお

伺いしたいと思いますが、８月末の登録件数が３８９件という実績でありますけども、具

体的に自治会別や年代別の登録状況はどういうふうになっているのかお伺いしたいと思い

ます。また、その内職員の数がどのぐらいいるか。そこも合わせてお伺いしたいと思いま

す。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 防災メールの登録状況の話でございますが、これにつきましては、自治会別性別年令別

等についての分析登録はしておりません。ここで件数については、報告できないというこ

とをご理解いただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

最後に申しました職員の数も出ないですか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 職員については、全職員が、登録するということで統一しております。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ３８９件ということですが、今後普及を図るための具体的な対策というのは、どのよう

に考えているのか、そのへんちょっとお伺いします。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 このメールにつきましては、登録件数が多ければ多いほど、その効力を発していくのか

という考えでおりますので、ホームページや他の町の広報等で、今後とも継続的に加入の

奨励を図っていきたいと考えております。 

 

○池下委員 

 ホームページ等ということなんですが、やはりこういったものは、今後高齢者を含めた

普及のために、どういった啓発活動を積極的に行うっていうことが、重要だと考えますの

で、今後それに対してやっていただきたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 御案内のとおり申したとおり加入者が増えれば増えるほど、この効力は増していくと。

今の委員御指摘のとおり今後とも、啓蒙を図ってまいりたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい。前中委員。 
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○前中副委員長 

 関連するんですけども、防災メールで、今回もメール届いている実態あるんですけども。

その中で、避難場所の部分も防災メール機能の中に報告ができると思うんですけども、そ

ういう対応も今後一緒に絡めてできるのかできないのか検討していただきたいのと、先般

のハザードマップの中に、避難場所というところで清里町あるいは札弦地区、緑地区も何

カ所か、こうマップ中に番号をふってあるんですね。昨日の一般質問でありましたけども、

保育所も避難場所という形で札弦保育所あるいは、清里保育も入っているんですけれども、

その辺の状況はどうなっているのかなと思うんですけど 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

１点目のメール配信による避難場所の告知通知の件でございますが、、先ほど申したとお

り地区別の配信ができるのかどうかっていう部分で、技術的な部分があります。従いまし

て登録者に対してあなたの非難場所はここですよという個別の配信ができるのかどうか。

技術的にできるのかどうかちょっと検討しなければできないということで、ここで、でき

ます、できませんって答えが出来ないことをご理解いただきたいと思います。 

また保育所が避難場所ということでございますが、これにつきましては、一時避難所と

いうことで、想定しているのは、建物の中ということもありますが、外も含めていうこと

もありますんで、清里保育所、札弦保育所ついては、避難所ということで防災のしおりに

も記載しているという事実でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい。前中委員。 

 

○前中副委員長 

 その点一般質問でありましたけど、昭和４１年の構築物と５４年でしたか。そういう建

物の中に、避難所としての機能をあわせ持つというのは、一時避難という説明がありまし

たけども、果たしてどうなのかなというのもあるんですけども。その辺、今後に向けて、

重々検討してみてどうかなと思いますけれども。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ご案内のとおり、一時避難所に避難していただいて、そこから避難所に移動をしていた

だくというようなこともございますんで、建物の耐震強度と避難所の関わりについて、今

後も検討していかなければならないことかなと思っております。すべての建物に関しては

先日も町長が告弁したとおり、耐震強度について考えていき、その方向によっては建物の
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ことも考えていくという答弁だったかなと思っておりますんで、併せて、考えていきたい

と思っております。 

 

○畠山委員長 

 他、ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次、進みます。８目町有林管理費、２１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 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。池下委員。 

 

○池下委員 

 支所及び出張所費に関してお伺いしたいと思います。現在札弦と緑の２カ所に支所を置

いておりますが、日中に関して支所利用という実態はどの程度あるのか、その辺はわかり

ますか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 緑支所・札弦支所に町民の方が来られるという部分での具体的な統計については、貸し

館部分とは違いますので、その辺の部分の統計はとっていないということは、事実でござ

いますが、いろんなことで毎日利用されているというふうには、聞き及んでおります。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

この件に関して支所の統合とか廃止についてですね。内部検討をされたことが、実際的

にあるんでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 これにつきましては、緑地域、札弦地域の方々の意向も重要な要素を占めており、行政

が率先して統合や廃止について検討したということは、直近はございません。 
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○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 統合とか廃止とか必要はないとは思うんですが、例えば１日置きの支所業務開設といっ

たような考え方あるのではないかなというふうに思ったりするんですが、いかがですか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 支所業務役場の窓口業務を含めて直接町民の方への直接なサービスということになりま

すので、それが隔日開所ということがどのような影響を及ぼすのかという部分、しっかり

見きわめて検討していかなければならないと思いますんで、今ここで１日置きに開所する

とか統廃合するとかの御回答はできないということを理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 ほか、ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に進みます。１１目顕彰費、１２目報酬等審議会費、２２ページ。一括でお願いいた

します。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に進みます。１３目職員福利厚生費、２３ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

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。はい勝又委員。 

 

○勝又委員 

 庁舎の照明の器具の取替工事を実施している訳なんですけれども、この事業成果の部分

で１０％の節電は良いんですけれども、事故防止って、今までなんか事故があったのか。

事故防止されたというのは。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 これにつきましては、過去の蛍光灯の劣化による落下とかですね。そういった分での事
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故防止と捉えていたということであります。 

○畠山委員長 

 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。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 無いようですので、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） 

○畠山委員長 

 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。池下委員。 

 

○池下委員 

 ２５ページ。企画振興費、１節報酬についてお伺いします。委員報酬７万４千５００円

になっているのですが、この内容はどのようになっているでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 総合開発審議会の委員の方の報酬費用弁償報酬でございます。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

総合開発審議会の方の報酬ということなんですが、この開発審議会の開催実績等、その

内容はどのようになっているのか、お伺いしたい。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 平成２５年度につきましては、２回の会議開催時ございます。御案内のとおり、総合開

発審議会につきましては、条例に基づいて設置している会議でございます。町の重要事項

について審議願うということでご理解いただきたいと。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 総合開発審議会のことについて。第５次の総合計画についてですが、ローリングの必要

性とか見直しはどのように考えているのか。総合計画の推進管理においては点検、評価の

実績と持続的な町民意見の反映というふうになっているんですが、具体的な実績評価をど

のように行ってきたのか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

総合計画につきましては、平成２６年度は前期の計画期間でございます。２８年度から

また後期の計画が始まるということで、この計画の進行管理でございますが、内部検討で

反省評価を行い、町民意見の募集も２５年度につきましては、町民会議等、町民の説明会

等を実施したという経緯もございます。２５年度の評価につきましては、今回決算でまと

まったということでございますので、今後ホームページあるいはまた広報によって公開し、

意見聴収を行うというふうな形で考えて行きたいと思っております。 

また２７年度が計画終了期間でございますので、つきましては２７年度中に前期の５ヵ

年のローリングを行い、これもどんな形でローリングの組織、検討組織をつくっていくの

かというのを、今後の話なんですが、この前期のローリングを行っていくということも、

計画しておるところでございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この計画の見直しというのは、原則的に５年ということで見直すというふうになってい

るんですが、例えば予想を超えるような急激な変化の場合は、弾力的な見直しとかも必要

ではないかとしておりますが、現況に対して今現在の認識は、どういうふうに考えており

ますか。その辺をお伺いします。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 



23 

○総務課長（柏木繁延君） 

 現況は、計画の変更の見直しは、行っておらないということございますが、今後後期の

５カ年に向けて社会変動なり経済変動激しい認識が統一されたといいますか。認識が出て

きた場合には、これはもう大きく計画の変更を行っていくという可能性もございます。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 必ずしもこの１０年間の総合計画というのは、毎年毎年スムーズにいかない面があろう

かと思うんですが、やはりここは前期５年が２７年で変わりますので、ぜひ衰退している

部分をどんどん前向きに変えていくっていう方向性の方が私はいいんじゃないかなという

ふうに考えますので、ぜひあとの残りの５年間を町民にとって本当に良かったなという政

策づくりをやっていただきたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

委員御指摘のとおり時代、経済、社会を大きく変わっていくという節目で、認識を同じ

くしておりますので、今後の後期５ヵ年にむけて２７年度中今からでもそうですが、じっ

くり後期にむけての検討を行っていかなければならないと考えております。 

以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ほかありませんか。無ければ次、４項庭園のまちづくり事業、１目ふるさとの森づくり

事業費、２６ページ～２７ページ。 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 １３節の委託料ですけど、さくらの山整備事業調査設計事務委託料２１６万３千円です

けど、その後どのように進める予定をしているのかお伺いしたいと。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

さくらの山の関係につきましましては、２５年度で御案内のとおり測量設計委託終了し

ております。この関係につきましては、昨年の常任委員会のほうでもご報告させていただ

いておりますが、２７年度以降の整備に向けてということで、御報告させていただいてお
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ります。再度整備の際に関しましては、常任委員会等図っていきたいなというふうに考え

てございます。 

 

○畠山委員長 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 具体的な設計の実行に移すというのは、未定ということなんですか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 実施設計等につきましては、まだ具体的に措置はしてございません。 

 

○畠山委員長 

 他、ございませんか。なければ次に移ります。２目花と緑と交流のまちづくり事業２７

ページから２８ページ。ございませんか。 

 

○畠山委員長 

 なければ、次に進みます。５項徴税費・１目徴税費、２８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次行きます。６項戸籍住民登録費・１目戸籍住民登録費、２９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に進みます。７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） 

○畠山委員長 

 次に進みます。８項統計調査費・１目各種統計調査費、３０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次進みます。９項監査委員費・１目監査委員費、３１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次進みます。１０項地域振興費・１目地域振興対策費、３１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○畠山委員長 

 無いようですので、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。 

前中委員。 

 

○前中委員 

 ２６ページ。負担金補助及び交付金の全国森林レクレーション協会負担金。２万円使用

になっているが、この協会自体の目的だとか趣旨についてお聞かせを願いたい。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

全国森林レクレーション協会負担金の件でございますが、これにつきましては、森林保

有の自治体が森林を活用したレクレーションを普及・啓蒙していくといったことで、協会

を設立しております。それに本町も加盟しているということでの負担金でございます。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

清里町も加入しているとこという話なんですけども、これに対する会議実績等々は、ど

のようになっているでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

具体的に本町で全国レクレーション協会の事業を実施しているという実績はございませ

ん。あの会議総会に年１回から２回出席していると。本年につきまして洞爺湖で開催され

ると。研修会が開催されるということで、それに参加するというようなこともあります。

したがいまして、具体的な個別事業について清里町で実施しているということはないとい

うことでご理解願いたい。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 当町では、その実質的なレクレーションにおける総会等々の開催は無いという説明は

重々わかります。その団体に対するその総会だとかにも出席している実態があるのかない

のか。そこら辺を。 



26 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 オホーツク管内の支部がございましてその支部の総会には、出席しているということで

ございます。 

 

○畠山委員長 

 他全体をとおして田中委員。 

 

○田中委員 

 プランター里親制度で花の管理をお願いしている訳でありますが、非常に私どもも街中

を通る度にきれいで、気持ちの良いそういった環境の中で過ごさせてくれているわけであ

ります。 

しかしながらこの里親になられている方の管理が非常に大変だという意見も、ちょくち

ょく聞くわけでありまして、この事業についても、これからこのままの状況で継続してい

くのか、もしくは別の方法で考えがあるのか。やはり里親になられた方々の意見を町側と

してどういうふうな考え、認識を持たれているかちょっとお聞きしたい。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいま御質問の植樹帯及びプランターと里親の関係でございます。これにつきまして、

現在植樹帯の里親につきましては、５８名の御協力をいただいています。場所的には１０

９ヵ所ということです。フラワープランターの里親につきましては、４２名の御協力をい

ただいているところでございます。この関係たしかに現在その里親になられている方、高

齢化になってきて管理も大変だという部分。いろいろお話も伺っているところでございま

す。これの関係につきましては、今後の課題ということで報酬等の部分を含めた中で、何

かやれる方法があれば、検討したいということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

今報告いただいたように、高齢化そういう話も聞くわけであります。この事業も地域住

民にとっては、大変ですけれども、花を見て、皆さん気持ちも膨らむといいますか、そう

いった環境の中で生活する事業についてはよろしいかと思うんです。やはり管理されてい

る方のご苦労そういったことに今後検討していただくことでありますけども、里親になら

れている意見も聞き入れて、そしてこの事業を良い方向で継続できるのであれば、スムー
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ズにいかれることで、お願いをしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 田中委員の関係でございますが、この町民と行政のパートナーシップ事業だということ

で展開をしてございます。今後長く続けていけるような方策を今後も検討していきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

まちづくり事業の中に神の子池の関係について、出ている訳なんですけれども、神の子

に限らずさくらの滝も含めてなんですけれど、道路が良い状態ではない中で本州のドライ

バーは、砂利道を経験していないような感じ、避けすぎて前に落ちたり、またさくらの滝

に行く道路は、周辺農地もありますし、農耕車両も走ります。結構カーブが多くて、見通

しがきかないところをかなりのスピードで来たり、結構危ないんですよね。そんなことも

含めて安全を啓蒙するような看板等の設置も必要かなと思うんですけど。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問でございますが、御案内のとおり神の子池、さくらの滝に行く道路に

つきましても、現在のところ砂利道ということでございます。さくらの滝につきましては、

２６年度以降で整備をするということで、町長の答弁の中にもございましたが、これにつ

いては、今後整備をしていくということでございます。ただ神の子池の関係でございます

が、これにつきまして国有林中ということで、南部森林管理署と協議の中で道路の整備を

しながら、道路が傷めば、お願いして整備をしていただいているという経過もございます。 

 現在警察と南部森林管理署とも協議をしながら、道路の危険箇所についてはピンクテー

プ等貼りながら場所の表示をしたりしております。ただどうしても本州の方、砂利道に慣

れていないということもございまして、私も何回か行って、かなりのスピードで走ってく

るという方も、現実にいました。そういう部分で注意喚起ということであるんですが、小

さな看板では、なかなかそういう表示も難しいのかなという部分はございますが、運転手

の方には、十分注意してというような形でお願いしていきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 
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○勝又委員 

さくらの滝のところも、明年度の整備ということなんですけれど、ぼちぼちシーズン終

了と思うんですね。実際、僕も東横のほうに畑をつくっていますけど、滝を見られた方か

ら、カーブからひょっこり出てきたり、危ない。本年度はなんとかしのいでも、まあ来年

工事ですけど、神の子池ついてもそうですけど。やっぱり、看板は必要ないかなと思うん

ですよね。今年も相当、側溝に落としている人いるんじゃないかな。やはりスピードは出

さないように、路肩も弱いから。そんな注意させる形のものは、必要かなと思うんですけ

ど。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 神の子池の関係でございますが、先ほども言いました林道という部分、森林管理署との

関係でございまして看板等の設置につきましても協議が必要になってくると思います。そ

れら協議しながら一番良い形でできるように、危険表示ができれば一番良いのかなという

ふうに思います。道路も狭い事実は変わりなく、これは広げられないこともございますの

で、その辺は南部森林管理署とも協議をしながら、進めていきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

庭園のまちづくり事業の中で地域間交流事業というところがありまして、移住実績が計

画の中では３件実績はゼロ。逆に、ちょっと暮らし体験２０組６０人の計画のところ２０

組６５人の実績がある。こういったことを考えて、０件というのが、なぜ移住してこない

のかということが１番の課題なんですが、毎年０件では、困るので、どういうふうに考え

るか。まずお伺いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ちょっと暮らしといいますか体験し、移住してきたという方が、平成２５年度は０でご

ざいますが、今年は２６年度につきましては２名の方が、本町に住所を移して居を構えて

いるという実績がございます。従いまして、本町に職業ですとか、仕事が無いというよう

なことも含めて、なかなか難しい部分がありますが、少なからず実績もございますんで、

さらに今後もこの実績が伸びていくような形で対応も必要かなと。例えばうちの町は、光

ファイバーが軒先まで来てますんで、そういった情報通信を活用したお仕事の方には、首

都圏に住むのと同じような形で仕事ができるといったこともございますんで、そういうこ
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とも普及啓蒙の対策として、今後行っていき、少しでも今後の成果があらわれる形で取り

組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ２５年度は０。今年度は２名ですが、この２名の方はですね。どことどこの地域なんで

すか。地域的に言えば。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

江南と上斜里というふうに聞き及んでおります。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 うちの町の新町に移住定住促進団地というのが、数年前に整備をして、あの部分に対し

ては、移住者が来たときに提供しようということで始まった事業だと私は思っております。

決して定住者だけのためのものではないと移住者が来るためということで考えてやった事

業だというふうに思ってますんで、今後こうやってちょっと暮らしを体験した中で、移住

者が来る場合は、そういったところを是非推し進めて、移住者または定住者になっていた

だけるように努力してもらいたというふうに思いますが、今現在、定住促進団地の状況は

１４区画のうち、すべて埋まったのか。どうなのか、その辺はいかがですか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 現在ちょっと暮らしを体験して、移住してくるという方と定住促進団地をご購入される

方との層が若干違うという部分もございます。従いまして、定住促進団地については、本

町に職はございませんが、他町から来て本町に定住し、そこから他町に通勤するという方

もおられますので、そういった定住の成果はあったのかなと。定住といった意味では成果

があったのかなと思っております。現在、新町の分譲地につきましては、全てに完売した

という状況にはありません。以上でございます。 
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○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

私の知るところでは、２戸ぐらい残っているはずだなというふうに思っていたんですが、

これは将来に移住してくる人のための予備としてとっておくものなのか。それとも今後清

里もしくは３町の中で清里に来たいと言う方がいた場合に、売ろうとしているのか、その

辺はいかがですか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 町内、町外に問わず販売しているという状況ございますので、あと２戸についてもその

辺の町外からの移住希望者とのみということでの限定的な販売は行っていかないという部

分であります。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この事業を立ち上げて、ネット上にうちの町はやっていますよと情報を流したときに、

ネット上の情報を得て清里町に電話をくれた方もいると、私は聞いているのですが。でき

るならば、例えば１区画だけでも、そういった方がいるのであれば、売らずに何年間か残

しておいた方がいいのかなという考え方もあるんですが。町としては近隣の方でも移住者

がいれば、売りたいという気持ちはわかるんですが、この事業を立ち上げて前向きにやっ

てきた事業でありますから１人でも２人でも移住者が増えるように取り組んでもらいたい

というふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

町外からの移住希望者のために、分譲地を残して置く必要性を言われたわけであります

が、売れるところは早く売ってしまいたいという気持ちもありますし、町外からの電話で

の問い合わせがあった場合は分譲地にのみならず、まず民有地もありますよというような

お答えもしてまいりますので、良い塩梅というと表現的にどうなのかとも思いますが、委

員の御指摘も踏まえながら対応していきたいと考えております。 
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○池下委員 

 実際的にはなかなか難しいなというふうに思うんですが、最近、その空き家バンクとか

登録して出ている物件もありますので、数年前に定住促進団地の情報を見て、来るという

ことになったら、やっぱり決断が必要だと思うんですよ。来ることをやっと決めた時に、

アクセスするとそこの物件がもう売れてないという場合は、今後、清里に定住もしくは、

その中古物件を買って、こちらに来るという人には何らかの補助事業を行ってみてはどう

かなというふうに思うんですが。この辺も視野に入れて、今後４千３００人しかいない町

ですので、人口がなるべく減らないような政策をとってもらいたいというふうに思います

ね。よろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 移住希望者の方に手厚い良い措置ということでございますんで、まあそういったことも

踏まえて現在の移住支援交付金、定住支援交付金等々の制度もございますんで、制度も広

くさらに周知できるような形で取り組んでまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 他、ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

２７ページ、先ほど神の子池の関連になると。今回調査を設計した段階で、今後どうで

進めるか種々検討すると思いますけども、この池の来客数がシーズンかなり訪れていると

思います。並びに冬場のあの地の見学というのも現実どのぐらいか。なかなかカウントは

難しいかと思うんですけども、かんじきウオークだとかもコースの中に持っているんです

けど、冬期間の見学というのは、当町において、そういう景勝地は、唯一の場かなと思っ

ているんですけども。もしデータがあれば、聞かせてください。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 まず神の子池の今後の整備の関係でございますが、今回、希少植物等の調査をしており

ます。その中で３種類の貴重な植物があるということで報告があります。その関係の部分

も踏まえた中で、神の子池周辺の歩く部分がかなり痛んできているという部分もございま

す。それの関係について、木道なりそういう整備を今後考えていきたいなという考えでお

ります。その中で環境の配慮を図っていきたいなというふうに思っております。 

冬期間の来場者数については、こちらの方も把握をしてございません。観光協会等が主
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催でかんじきウォーキングを実施して把握してございますが、それ以外では個人的に行か

れている方って何人かいるとは伺っておりまして、道路に車を停めているということで通

行の妨げになってという情報も伺っておりますが、実態としてどれだけの人数が行ってい

るかは、ちょっと私の方でも把握しておりませんのでご理解いただきたいと。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の質問の中で一番訴えたい部分、春先と雪が降る冬場の見学者というのが、湖沼にお

けるコバルトブルーのところに泥ですか、そういうのはやはり流れると話でありまして、

たまたま酪農学園の先生が、虻の調査で来て、確か２０年ぶりに調査したんですけども、

開口一番、色が全く変わったねと話ししていたんですね。僕ら変わってないですという話

をしたんですけども、その中で見学コースの泥が入るということで、そういう要素もある

ようです。 

それに対して、町も２７年度以降でアセスメントを伺いながら整備するって話にはなっ

ているんですけども、冬期間の間、車を停めて入っていく人がいるんですね、歩いてでも。

僕が中標津方面的に行く時に、土日にですけどもかなり路上駐車が現実あるんですよ。物

損に近い状態も現にあるんですけども、そのへん今後対応する中で、冒頭の看板の危険度

合いの設置もあったんですけど、道道としての道ですから、安全面の啓蒙を部分も合わせ

てできるんであれば、考えるなりしていただきたい。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 まず先ほどの夏場の神の子池のなんですが、２５年の部分で、７月から１１月までで５

万３千人程の入込という形になっております。今年に関しては、テレビ放映も行いました

ので、もっと増えているのかなというふうに思います。 

それと冬期間の関係でございます。路上に車をとめて、見にいっているという方もいら

っしゃるようです。道道の関係でございますので、土現の道路管理の方にも協議をさせて

いただきまして、駐車場なりそういう整備もしていきたいなということで話をしているん

ですが、国有林の中ということもございますので、道路の拡幅についても簡単に行かない

ということございまして、水源涵養林という扱いになっております部分で、道路関係は特

に広げるのは難しいということございまして、道道部分についても駐車帯等の整備をお願

いしたこともあるんですが、なかなか整備に関しては難しいというお返事をいただいてお

ります。これについては根気よく協議をしながら、良い方向性を出していければというふ

うに思いますのでご理解をいただきたいと思います。 
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○畠山委員長 

ここで昼食のため、１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５９分 

                             再開 午後 １時００分 

○畠山委員長 

 それでは、午前中に引き続き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。３１ページから３２ページ。 

 

○畠山委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 ３１ページの社会福祉総務費１３節委託料ですが、これは難病者に対する通院委託料が

出ているのですが、これは誰か頼まれてやっている事業ですか。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 委託料の難病者通院交通委託料でございますが、これにつきましては、小清水赤十字病

院が透析バスの運行をしております。その費用の一部を、委託料の形で町が負担するとい

うものでございます。現在３名の方が清里町において、この透析バスを利用して小清水赤

十字病院の透析センターの方に通われているということでございます。 

 

○畠山委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

透析ということで、分かったわけですけれども、２０節の扶助費の中でも同じような名

目で交通費が出ているんですけども。２０年ぐらい前になりますか。難病傷病手当なんて

いう道から出ていたような気がするんですけれども、現在は、無いように伺っております

が、この辺どうなんでしょう。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 現在はそういった扶助は行っておりません。清里町におきましては交通費の助成という

形で支援を行ってございます。２５年度におきましては、３０名の方について交通費の支
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援ということで実施しております。 

 

○畠山委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 町内には３０名の方ですか。難病の方は。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 難病の方ということではなくて、交通費助成の対象として３０名の方ということでござ

います。町外の医療機関に通わなければならないことについて、駅から駅まで効率的な方

法でということで扶助を年２回に分けてさせていただいております。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

今の透析送迎のバスの件でお伺いしたいんですけども、このバスについては、清里から

も透析は別として、かなりの方を通院されていると聞いておるわけですけども、このバス

の利用は出来ないのか。頼めば、出来るのか。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 委託というところでは、透析バスということでお願いをしているところであります。が、

状況によっては利用可能ではないかなと思いますが、これにつきましては、委託の範囲外

のことになりますので、基本透析バスということで理解をいただきたい。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

基本的にはこの透析の送迎バスということで補助。これ斜里郡３町ですよね。斜里まで

回って巡回しているのか。 
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○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 透析の場合ですと、多くて週２～３回ということですから、曜日を変えて、斜里の方に

運行している曜日、それから清里から中斜里をまわって清里に戻って帰っていくというよ

うなルート。このような形で運行されているようです。 

 

○畠山委員長 

 はい。田中委員。 

 

○田中委員 

まあせっかくバスが走っているわけです。今後は、やはりそういうバス利用の希望があ

れば、一般の通院患者さんについても利用可能のような状態に方向で進んでいく様な考え

というのはあるのか、ないのか 

 

○畠山委員長 

 福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

清里においてはまず３名ということですけれども、清里以外のところもあるということ

であれば、乗車人員問題等もあると思います。ですからここでお答えすることはできない

わけですけれども、赤十字病院と連携を密にとって、いろんな方面で御理解いただいてお

りますので、機会を見てお話をしてみたいと思います。 

 

○田中委員 

 今後、そういった方向で是非進んでほしい。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 私は１９節負担金補助及び交付金についてお伺いしたいと思いますが、社会福祉協議会

補助に関して８２６万円、予算が出ているわけですが、この件に関してたしか２年ほど前

に聞いた経緯がありますが、これ人件費補助の８２６万円については、必要だというふう

に私も考えていますけども、一方で職員の派遣を長年続けているということですが、今後

も継続的に派遣していくのかと。その辺をお伺いしたい。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

 １９節負担金補助及び交付金の中の社会福祉費補助８２６万４千８４２円でありますが、

委員おっしゃいますとおり、社会福祉協議会の職員人件費補助ということで、条例あるい

は補助要綱に基づいて実施をしているところです。現在の８００万円強については、社会

福祉専門員について１０分の１０と、それから事務局、書記の４分の３ということで、こ

の要綱に基づいて支援をしています。そのほかに清里町職員の派遣ということで、社会福

祉協議会事務局本部におります事務局長に１名、それから現在は地域包括支援センター１

名、２６年度においては１名、２５年度中にはもう１名いました。２名の派遣でありまし

た。それから老健きよさと事務長に１名。２５年度においては、都合４名。今現在は１名

戻しましたので、３名ということになってございます。そのうち包括支援センターにつき

ましては、地域包括支援センターを社会福祉協議会にお願いするにあたっての経過措置と

して職員の確保ができるまでは、運営がスムーズに行われるまでいうことで職員２名を派

遣し現在１名ということで、こちら経過措置ですので、体制が整って、事業がスムーズに

運営されるようになれば、当然派遣を解くものであります。それから、社会福祉協議会事

務局長についても、現在派遣しておりますが、社会福祉協議会の方で人員の確保等が整え

ば、当然ながら派遣を解きます。それから老健きよさと、現在指定管理でお願いをしてい

るところでありますから、これ当初業務委託から始まりましたが、その際については職員

１名派遣をした上でお願いをするということでございましたので、これについては、この

まま継続ということになってございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 相当の間、派遣というふうに考えるところですが、もう既に管理的な立場で仕事をでき

る経験を積んだ職員が育っているんではないかなというふうに考えるわけですよ。そした

ら自立して業務を行う体制を町は側面的なところで支援していくことが必要な時期に入っ

ているんではないかなというふうに私は考えるんですが。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 現在、社会福祉企業経営によります職員については、事務局においても老健きよさとの

運営を開始したタイミングでの職員ということで、１５年ほどの経過というところであり

ます。年齢的にも４０代それから３０代というところでありますが、この辺のところが十

分に育っていて、社会福祉協議会の方から自ら管理監督の職務を賄うよということになれ

ば、当然ながら派遣を解く形になると思いますが、人事のことでありますが、これは多方

面からの検討、それから社会福祉協議会のほうでの考え方。そのへん条件が整ってという

ふうに考えてございます。 
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○畠山委員長 

 無ければ次に移ります。２目障害自立支援費。３２ページから３３ページ。前中委員。 

 

○前中委員 

 ３３ページ、負担金補助及び交付金の中の身体障害者装具給付金ならびに身体障害者日

常生活用具給付費の中の利用実態について、お伺いしたい。補装具の関係で 9 件、日常生

活用具という形で２０名に利用実態があるという形になっておりますけども、細かい話で

恐縮でありますけども、障害者の補装具の種類。これは恐らく厚労省で決まっているのか

なと思うんですけども、わかる範囲でおおまかでよろしいんで、分かればお願いしたい。

同じように日常生活用具。これも恐らく介護支援用具等とあるいは居宅における住宅の改

修費用もあるのかなと思いますんで、あわせて説明願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

身体障害者の補装具につきまして、主要な政策の成果を説明する書類に補装具として９

件、２５年度実績がございます。まずこれが具体的かと思いますので、これにつきまして

は、補聴器が２件、杖が１件、それから短下肢装具と言いまして、膝から下の足首を固定

するプラスチックのような素材で足首が垂れるのを防ぐものですね。それが３件。それか

ら車いすが３件ということで、給付と修繕、あわせて９件が２５年度の実績であります。

補装具で清里においては、この辺が一般的かと思われますが、これ以外は、義手、義足で

すね。委員の御指摘のとおり厚労省で品目から単価から細かく規定をされていて、更に清

里町独自で給付の判断ができるものもあれば、北海道がやっております総合相談所のほう

に医師の診断書、意見書を出して判断をしてもらって交付するというような形で交付させ

ていただいています。それから日常生活用具については、２０件ということであります。

これについては、清里町で要綱を定めて行なっています。紙おむつ、それから入浴補助用

具。杖。加湿器それから電動式たん吸引器これらで２０件となっています。これにつきま

しては特殊尿器であったり、同様のリフトであったり、これについても要綱を見ていただ

ければ、解りやすいと思いますが、入浴補助用具ということでお風呂の手すりであったり、

腰かけであったり、便器であったり、ネプライザー（痰の吸引器）。補装具はどちらかとい

いますと日常生活で、その方の障害と障害をカバーする体に近い部分というイメージでし

ょうか。こちらの方は、日常生活をする上での通常一般の方とは違う特殊なものを支援す

るという形のものです。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 大体説明で利用実態が解りました。その中で住宅改修費も日常生活用具の中に含まれて
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いると思います。この給付制度を利用するに、その利用者負担部分は発生するのかしない

のか。あるいは恐らく所得制限もあると思うんですけども。その辺の判断は、地方自治体

中の判断に委ねる部分もあるのかなと思うんです。もし解れば、その辺の話もお聞かせ願

いたい。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 きちっと調べまして後ほど回答させていただきます。申し訳ございません。 

 

○前中委員 

 ついでじゃないですけども、紙おむつということも、この日常生活用具中にあると思う

んですよね。その中で紙おむつをずっと使うということであるから在宅介護という形で支

給制度の中に出てあるのか。今後、いろいろな形でますます高齢者の方々におむつの利用

頻度が出てくると思うんです。そろそろ当町においても次年度に向けてそういう形の給付

制度の利用もありますけども、その辺もいろんな制度設計の中で、対応していただきたい。

次年度に向けて設計の中に考慮するなりしていただけたらと思います。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 身体障害者の方の給付ということで、これはなってございまして、かなり重度の方とい

うことで、実は清里町の方が町外の施設に入っている方ということで給付をしております。

一方で高齢者の方につきましては、高齢者の介護保険事業の方もございますので、これに

ついては地域包括支援センターあるいは居宅介護支援事業所を通じながら、御案内をして

まいりたいと思いますのでご理解をいただきたい。 

 

○畠山委員長 

 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～３４ページ。 

 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に行きます。４目老人福祉費、３４ページ。 

  

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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～３５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○畠山委員長 

 次に行きます。２項児童福祉費、１目母子児童福祉費、３５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に行きます。２目保育所費、３５ページ～３６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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。 

 よろしいですか。暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 次進みます。２目予防費、３７ページ～３８ページ。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

予防費の１３節委託料。健診業務委託料に関してお聞きしたいんですが。各種検診事業

実績を見ますと。ピロリ菌検査以外は、すべて計画を下回る実績となっているんですが、

まず、どういったことが原因でこうなっているのかお聞きしたい。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 主要な政策の成果を説明する書類３６ページ、こちらが解りやすいかと思います。こち

らの方に計画、それから実績ということでございます。計画の人数につきましては、予算

額であります。ですから十分に申し込みいただいて、間に合うだけの予算、あわせて目標

値ということで努力をしているところです。その中でピロリ菌については、計画１００人

に対して、３２３人受けていただいたということは、逆にこれはちょっと見込みが間違っ

ていたかということであります。平成２５年度からピロリ菌検査を町のミニドック検診項

目に追加をいたしました。一度受ければ、翌年、翌々年に必要かというものではない検査
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でありましたし、始めてということで私たちが思い描いていた以上に多くの方の関心をい

ただいて受けたということだろうと考えております。 

他の健診について、計画に実績が及ばないということでありますが、健診についての周

知、啓発につきましては、特定検診、特定保健指導が始まりました平成２０年から、手づ

くりの幟をもって、各町のイベントにミニドック健診の受付をしていますよと同時に受付

をしたり、勧奨しています。それ以外にもあらゆる機会で多くの町民方が集まるような所

には、ご案内時間をいただいて受診勧奨をしているところです。２５年度からさらに幟は

手作りではなくて町内の業者に御協力いただいて、検診の幟をつくって、保健センター、

役場支所等において、検診の申込期間中ですよということを始めてみました。当然ながら

新聞折り込みであったり、広報であったり、いろんなところで検診については、周知を図

っているところですが、今のところ、こういう結果ということであります。今後も健診の

必要性重要性については、いろんな機会を通じて、町民皆さんに御理解いただいてより多

くの方に受診をしていただけるように努めてまいりたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

意外とピロリ菌というのは、皆さんお腹の中に持っているから、こうやって事業を行う

と、こちらが想定していないニーズが来る場合もあると思いますが、健康寿命の延伸のた

めに予防はこれから本当に重要だと。私も考えておりますけども、こういったことが具体

的に町民に対しての医療費の抑制になっているのかどうなのか。これちょっと具体的には

難しい数字なのかなというふうに思うんですけども、課長としての考えがお聞きしたいな

と思います。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 各種検診事業それから１次予防事業。具体的には妊婦さんのところから始まります。妊

娠したということがあれば母子手帳発行して、そのときに面接があって妊婦健診の費用助

成、産まれれば、乳幼児検診であり、それから予防接種。これは１次予防としてこういっ

たことが、健康寿命の延伸につながってきていると思います。当然青壮年期、老年期、い

ろんな事業をしております。まさに特定健診特定保健指導というのは、１次予防でありま

して、病気になる前に要因を見つけて生活習慣から変えていこう。それからがん検診であ

るとかその他の健診というのは、早期発見早期治療ですから、２次予防という形。これに

ついて、日本人の平均余命が年々伸びていく中、清里町も同じように延びてきております。

遅れをとっていることはないわけですから、効果はあるものと思いますが、ただ一方でそ

れが医療給付費の抑制にどれほど貢献しているのか。なかなか手法が見つからないという

ところであります。以上です。 
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○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 課長が言うように細かな数字とか一切ないと思うんですよ。ただ課は違いますけども国

民健康保険と連携をとりながら、町民に対して少しでも安全安心で寿命を長くしてもらえ

るような対策をとってもらいたいと思います。今後とも頑張って頂きたい。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 特定健診、特定保健指導につきましては、清里町の被保険者の方が対象になっている事

業がございますし、それにつきましては、当然ながら国保の医療費通知の中に御案内を入

れて頂いたり、ここの窓口で検診の申し込みを受けていただく。この辺は連携をとり合い

ながら密に国保被保険者のみならず町民の皆さん全部の健康増進とひいては医療費抑制に

つなげてまいりたいというふうに努力してまいりたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 ４目環境衛生費、３８ページ～３９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ５目保健福祉総合センター費、３９ページ～４０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、４０ページ～４１ページ。無ければ全体を通して何か。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 保健衛生総務費委託料で、救急医療体制のドクターヘリの関係ですけど、１８４万とい

うことです。実際ドクターヘリを利用されたのか。ドクターヘリの利用度合いによって委

託料が増えていくのか。お伺いしたい。 

○畠山委員長 



42 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 救急医療体制づくり事業業務委託料につきましては、ドクターヘリについては発生して

ございません。道東ドクターヘリに加入するところで負担するということで、１回限り負

担がございましたが、その後発生していません。ドクターヘリの運航そのものにつきまし

ては、市町村の負担というのは基本的に無いということになっております。それからドク

ターヘリを利用する、した患者さんがいらっしゃいましても、ドクターヘリについて費用

負担を求められることもございません。それとドクターヘリは、２５年に１度要請してい

ます。ドクター等が清里町の救急車に乗って、医療機関に同乗して搬送したと聞いており

ます。 

 

○畠山委員長 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 このドクターヘリを利用する連絡方法は、救急車の体制なのか、医者が判断して、ドク

ターヘリを希望するのか。そういう判断は。 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

ドクターヘリの運航については申しわけございません、私のところは所管ではないんで

すけれども、加入の際にいろんな説明を聞いておりますので、その知識でのお答えをした

いと思います。 

ドクターヘリについては要請の基準というのはありますが、当然ながら一般の方にはわ

かりませんので、大きな交通事故というようなことで、消防の方に救急通報があれば、消

防の職員が現地を確認しなくても、その情報だけでドクターヘリを要請できるようになっ

ています。その状態でドクターヘリは医師と看護師を乗せて、飛び立って現場に急行する

ことになっております。要請基準はありますけれども、その要請をするのが通報の状況を

聞いた消防職員の判断ということでございます。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。無い様な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） 

 

○畠山委員長 

 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～４２ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に行きます。２目農業振興費、４２ページ～４３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

農業振興費の中の負担金補助及び交付金。成果を説明する方の振興事業補助の基準なん

ですけど、計画に対して実績として実施されなかった部分なのか、０決算なのか。 

林作体験とか、農産物加工品開発、起業家の育成と予算を見ている訳ですけど、実際に

実績の結果は現れない。加工品の開発だとか企業家の育成は毎年のようにそういうものが

現れてくるとは限ったわけでいないわけで、予算はあるかないか解らないけれど、その部

分については、みておくという形の見解でつけているのかもしれない。 

これ実際には農業振興ということで、ＪＡとかそういうところと協議をしながら進めて

いくものでないかなと思うんですよね。過去にも、予算なり決算で、この部分については

質問したこともありますけれども、１つの時代背景にきちっと合った形の中で十分な協議

を重ねた形の中でこの振興費の補助、取り組んでいただいたなと思いますけど。そこら辺

について。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問の関係です。まず計画と実績で０の部分が４点ばかりあると。これに

つきましては、計画として予算措置をしたのですが、実際のところ、農業者の方からの要

望が出なかったのが実態でございます。まるきり実態がないものは、予算を削るというこ

ともあるでしょうが、要望が出た時の分の予算ということもございますので、過去の実績

等を踏まえながら、継続的な計上をさせていただいているところでございます。御理解い

ただきたいなというふうに思います。農協とものこれは十分に協議をしながら予算措置つ

いては、振興計画等の部分もございます。それとも合わせながら予算措置をしております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

冒頭にも述べました予算配分しておかないとするのも解るんですけど、実際、開発加工

品の開発だとか起業家の育成という部分に対する取り組み部分について、ＪＡと協議した
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経過はあるんですか。それも無いままに、計画で載せておいてありませんでしたって。ち

ょっとおかしいと思うんですよね。そういうものを進めていくんであれば、進めていく動

きの中で、予算も計上して努力してみたけど結局ありませんでしたってなるのなら良いん

ですけど、そうでなければ取り組むという形などで計上している以上、そういう人たちが

生まれてくるような動き方も事業として取り組んでいかなくてはならないというのは、基

本にあるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

御指摘のとおりかなと思いますが、この関係につきましては、農業振興事業の実施要綱

の中で基づきまして予算計上させていただいている分もございます。十分に農協さんと協

議はされているかという御質問でございますが、これについてもお話はさせていただいて

いるんですが、なかなか農協さんもおさえきれていない部分もある。我々のほうもおさえ

きれていない部分もあるということで、昨年でいきますと活用がなかったという形になっ

てしまったんですが、少しでもそういう企業を努力と言いますか、申請があれば、すぐ対

応できる形で対応していきたいということで予算計上しておりますので、ご理解をいただ

きたいなと思います。 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 解りました。ただこの事業として、予算配分する部分の柔軟性は持っているのか。何故

かというと、緑肥作物は計画から見た実績がオーバーしている。導入が難しい中で、緑肥

の作物は、かなり農家の畑の輪作体系中で取り入れていくと。麦刈った後とか。この事業

は高まっていると思うんです。そんな部分での予算配分がやりくりできるような形になっ

ているかどうか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

只今の部分でございますが、補助事業の総体枠の中で調整をさせていただいています。

本年の２５年の実績としまして、緑肥等作物については上回ったという実績もございます。

これらの実績を踏まえながら、次年度以降調整をしながら予算を組んでいくという形で調

整しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 参考でよろしいんですけども、その緑肥堆肥、休閑緑肥の栽培面積、あるいは緑肥の種

子量等がわかればご提示ください。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 種類までは、ございませんけども、緑肥の作物につきましては７０７．７２ｈａの緑地

作物となっています。緑肥堆肥分につきましては３９４.９５ｈａと休閑緑肥関係について

は６３．２７ヘクタールという形です。 

 今の部分で、もっと細かい資料がございました。かなりの量ですので、緑肥作物の部分

で名前だけ読み上げさせていただきます。エンバクサイアー、エンバクヘイオーツ、キカ

ラシ、マツカラシ、マメヤ、夏りんぞう、チャガラシ、豆豊、赤クローバー、９種類。緑

肥としては、蒔いている状態でございます。 

 

○畠山委員長 

 次に行きます。３目畜産業費、４３ページから４４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） 

○畠山委員長 

 なければ、次に行きます。５目道営整備事業費、４４ページ～４５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 次進みます。６目清里地域資源活用交流促進施設費、４５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ７目札弦地域資源活用交流促進施設費、４５ページ～４６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、４６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ９目農産漁村活性化対策費、４６ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

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

査お願いいたします。全体を通して質問漏れはございませんか。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 委託料の中の有害鳥獣捕獲処理委託料です。有害獣、きつね、あるいは各々あると思う

中身の実態がわかればお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 今回の関係でございますが、この中には鹿の解体処理の委託料と運搬の委託料と合わせ

た金額で、この金額を計上してございます。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

有害獣、鹿の適応範囲なんでしょうけれども、キツネとかは焼却で処理する形を行って

いるのか。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

キツネに対しましては、焼却処理をさせていただいております。昨年の実績としては、

キツネ等の捕獲処理は、１６頭確保して処理をさせていただいています。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 キツネの生態系にもよると思うんですけど、年度で発生頻度だとか、家畜に対する食害

という現実があるんですけども、ただその捕獲に関して、狩猟免許を持った方の依頼もあ

れば、置かれている農場の実態によってはそれが出来ないという中で、箱罠の設置等とな

るんですけど、数自体もまたそう無いのかなというのも聞いているところであるんですけ

ども。その籠等々状況がまた違うと思うんですけども、そういう要望件数の実態は、どう

なんでしょう。 
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○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 キツネの関係につきましては、銃で撃てないということもございます。市街地でしたら

銃が使えないため罠で捕獲ということになりますが、それについては、現在５個用意をし

てございます。順次捕獲の要請があり次第、設置をしていくというところで、今のところ

この部分で何とか間に合って、特に支障がないと聞いております。 

 

○前中委員 

 熊のほうは無いんですか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

熊につきましては、昨年は９頭捕獲をしてございます。ただし出動に関しましては猟友

会の方に５２日間という日で出動していただいております。実際に捕獲したのが、９頭と

いうのが実態でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

５目、道営整備事業について伺いたいと思います。１９節負担金の主要な成果の説明の

中に、上斜里南の１７号道路。この整備がされたわけなんですよね。まああの私の家の前

も道路をやっていますけれども、あまり注文つけたいような部分じゃないんですけど。１

７号完成して、おそらく見られたと思いますけど、決して広い道路じゃありません。実際

には、道路幅５メーターで、コンバインは、刈り幅５メーター。実際にヘッダをあげて除

雪のポールがありますから、ほとんどポールを擦っている。今日も通ってきましたけれど

も、何カ所か壊れています。そんな部分で農道整備と言えど、作業幅の広い作業機が通る

所にちょっと実態とそぐわないような形での道路整備って。まあうちはほとんどの道路が

整備されていますから。これ以上そんなに整備するところもない部分なんですけど。道が

やる事業ですから、なかなか町がその部分についてそんなに注文つける部分でないのかも

しれませんけれど。実際にはコンバインも狭くて、稼働時期にはなるべく通らないように

していると。折角作ったいい道路が利用されないような形の部分っていうのは、僕はいか

がなものかと感じるような部分です。 

そのことを含めて、同じような道路で、ポールは互い違いにされたとしても、１ｍぐら

いの高さにポールがあるというのは、縫って走らなければならないということで、なかな
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かコンバインの走行等にも支障を来たす様な部分かなというふうにも感じます。支庁の方

とも話しましたけど、そういう部分では難しいみたいなんですけど、やはりそういう実態

をきちっと伝えまして、改善してもらう形に是非ともやっていただきたいなと感じるんで

すけど。そこらについて。 

 

○畠山委員長 

建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

もともとコンバインは大型の機械ですが、近年さらに大きくなって、コンバインの通行

にデイネーター等が支障になるというお話は、最近伺っています。他の部分からも、そう

いうような話をお聞きしますので、実際支障になる路線がどのぐらいあるのかをピックア

ップしまして、ただいま調査しております。 

今後なんですが、やはり支障になるのは事実でしょうから、今年はもう麦刈りの時期終

わってしまいましたが、来年の麦刈りのコンバインが動くまでの時期に、下げられるもの

は下げる。また、近年は上げ下げができないタイプのデイネーターも入っておりますので、

その部分に関しては、上げ下げできるものに交換をしていって対応していきたいなと検討

しております。 

 

○勝又委員 

わかりました。 

 

○畠山委員長 

前中委員。 

 

○前中委員 

関連質疑になると思うんですけども、僕も委員会等でもちょっと指摘した部分でもあっ

たんですけど、作業機械の大型化に鑑みて、コンバインのケースもありますし、あるいは

トラクターも大変大きくなりまして、作業幅が３メータ越え。これは完全に中央線からは

み出て、路肩もあるんですけど、そういう部分で除雪ポールを擦るという実態もあります。

特にこれからのまちづくりの進める施策の中で、当町の基幹産業が農業という部分で、産

業道路としての位置づけの中で、現時点ＪＡが抱えているでんぷん工場あるいは麦作工場

等々が、神威に集中しているんですけど、それに向けて、その産業道路的な意味合いをや

はりどこかではおさえながら、高規格な道路という部分を今後検討する時期に来ているん

じゃないかなと思うんですけども。その辺の検討課題の中で、今後どう対応しているかお

話しできれば、お伺いしたいんです。 

 

○畠山委員長 

建設課長。 
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○建設課長（藤代弘輝君） 

道路の幅員に関しましては、その時々の道路基準に基づいて整備させていただいており

ます。ですから現在狭いという道路に関しては、かなり古い時代に改良され幅員が狭くて、

その関係でデイネーター等も支障になっています。今後整備を進める場合には、今の基準

は若干低くなっていますので、新たな基準で整備を図ってまいりたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

前中委員。 

 

○前中委員 

そういった新たな基準で整備を考えていくということで、現実問題として今回も実施設

計が入っています９線ですか。その道路と同じようにその位置づけとして、ごみ処理場の

２１号。あの場所は当町にとって農家の方々のメインの道と言うか、産業道路としての意

味合いが強くて繁忙期、あるいは播種期における貨物、そういう往来の台数もかなり多い

と思うんですよね。農家も最近は４トン車からもう中型あるいは大型等々に規模拡大に伴

って、そういう部分での道路の傷みも確かに以前に比べればかなり高いのは現実かなと思

いますんで、それを重々考慮しながら道路施策をお願いしておきます。 

 

○畠山委員長 

建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

ただいまお話ありました２１号道路等に関しましても、道道の江南線を挟んで麦作セン

ターに向かっての道路は整備もかなり年数が経っていますので、幅員も狭いという認識を

しております。それらの路面に関して、一部オーバーレンも施工しておりますが、今後部

分的な修復に関しては、日常管理の中の修繕でやっていきたいと思っていますし、全体的

なオーバーレンとなりますと町全体の整備計画の中で整備したいと思います。さらに幅員

の問題が出てくれば、新たな整備計画の改良工事という形で、今後検討してまいりたいと

思っています。 

 

 

○畠山委員長 

 他、ございませんか。なければ説明員交代になりますので暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

 

○畠山委員長 

再開いたします。６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、４８ページ。 

 

（「質疑なし」との声あり） 
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○畠山委員長 

 ２目観光振興費、４８ページ～５０ページ。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 斜里岳登山道の調査業務委託料ということで、調査されたと思います。その結果をお教

え願いたいのと、ちょっと僕も山に登っていませんから何とも言えないんですけど、登っ

た人のお話を聞いた限りですが、登山道が荒れているみたいで、おそらく登山者安全を考

えたときに早急に整備とか、そういうものが必要な状態で、この調査のときにみられてい

るのかどうなのか。そこらへん。 

 

○畠山委員長 

産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

調査委託の斜里岳登山道の関係ですが、調査につきましては、かなり林道関係では登山

道が傷んでいると報告を受けています。それで森林管理署なり、道のほうに協議をさせて

いただいているところでございますが、向こうの予算の関係等ございますので、現在整備

するに至ってない部分はございますが、これについて継続的に協議をしていきたいなとい

うふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 私も１３節委託料、斜里岳登山のことなんですけども。これ前から国とか道に要請して

いるというふうには聞いているんですけども、整備に対する町としての考え方はどうです

か。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 小破修理等につきましては、観光協会の方にも補助金を出しておりますんで、その中で

やっていただいて、大きなものについては森林管理署なり北海道というふうになりますの

で、町の方としても検討しながら進めていかなければならないです。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 この問題は数年前から何回も取り上げられている問題でありまして、私も近年登ってい

ないんですけども、特に下りの新道が極めて激しいというふうに聞いているんですよ。安

全の上でもやっぱり問題があるんであれば、斜里岳は日本百名山名を連ねております。町

としての観光振興に結びつけようとして考えているのであれば、やっぱり早急の対応が必

要だというふうに思っているんですけども。やはり百名山に恥じない斜里岳を築いていっ

てもらわないと。 

この質問をするたびに道にお願いしているとか検討しているとかという話も、聞き飽き

たんですよ。正直言って。やっぱり具体的に３年計画とかそういった計画のもとに、やら

ないと解決しないと思います。机上の上だけで討論するのではなくて、やはり具体的にど

ういうふうにしていくのかってことを、ぜひ聞きたいなというふうに思っておりますが。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の御質問でございますが、何年もこういう協議をしているという部分でございま

す。ただご指摘の部分、重々承知をしているんですが、道立自然公園という縛りがござい

ます。その中で、やはり相手があることなもんですから、こちらから勝手に修繕するとか

なかなかできないという部分もあることも御理解をいただきたいなというふうに思います。

道なり南部森林管理署とも継続的に協議をさせていただいているのが実態でございます。

御理解をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 池下議員がおっしゃったように、３年前からその話が出まして、私は山登りで登ってき

ましたけど死ぬ思いで下山してきました。実態はそういう状況です。何故かというと、昨

今雨量が多い中で、帰りの新道の登山道に雨水が川のごとく流れているという実態、つぶ

さに山道のところどころに散見されています。特に帰り、２又に合流する地点で、格差が

１メーターから２メーターぐらいのところが本当に危険なんですけども。それを枝に掴ま

りながらおりなきゃならない。大人でも危険だなと思って。子供たちもそういう中、今年

も中学１年生が登山という形であったわけですけども、ちょっとした怪我も実際あったの

も事実ですし、あるいは今の登山の形態がやはり変わってきて、聞くところによると、皆

さん両杖使用している。であれば、かなり登山道を浸食する原因になっているんだという

話がありまして、ここはやはり早急に大変なところはあると思うんですけども、実態を鑑

み、本当に大変であるものは、登山の期間を短くするかとか考える余地があるような、危

険な登山道になってきているじゃないかと私自身思っているんですけども。その辺も考え
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た中で、行政で対応できる安全対策。ここだけはやはりとっていただきたいんですけども。

現実そういう危険な実態があったかどうかというものが、データとしてあったらちょっと

お聞かせ願いたい。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの関係でございますが、その怪我をされたとかっていう部分は、私が消防にい

た時にも登山者の怪我だとかという部分は聞いております。実態としてあるのも事実でご

ざいます。 

この関係につきまして、我々も町と南部森林管理署、北海道とも３者で現地確認等を行

いながら、何度か現場を見ながら、話はさせていただいているのですが、なかなか北海道

なり、南部森林管理署方でも予算がつかないという部分で出来ていない実態でございます。

軽微な部分で、町でできるものがあれば、それは観光協会に使ってやっていきたいなとい

うふうに思うんですが、どの辺まで出来るかという部分は、ちょっと検証しながら、来年

度ということで検討させていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 軽微な部分いうのが、説明の中にあったんですけども、帰りの道すがら土のうが積んで

ある。危険なところがあるんですね。ここは恐らく観光協会なりで対応を打っただろうと

は思うんですけども、それ自身も破れている実態なんですよ。だからそういう実態、帰り

の新道における実態が、もうある程度の処置はしているんですけども、それが機能してな

いという実態もつぶさに見てきましたんで、そこら辺もあわせて重々検討していただける

と。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの部分、現地確認しながら対応をしてきたいという思いでよろしくお願いいた

します。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 もう１点ですけども、課長の説明で南部森林管理署と協議をすすめている話が、この件

というのは、そこを通して道の予算でないと修理は出来ないですか。うちの町の町費では

出来ないですか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 町の予算ではなくて、北海道で整備するという形が実態なのかなというふうに思ってお

ります。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 予算に関して、道の予算を当てにするんじゃなくて、町の予算でできないんですかとい

う質問をしたんです。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 用地の問題もございます。要は道立自然公園として国有林用地の問題、町の予算でそこ

を整備するという部分なりますと、町での用地を取得し、道路整備という形でやっていか

なければならないと考えられますので御理解をいただきたいと。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 用地の問題というのは、例えば道のほうに町の予算でこういうふうに整備をしたいと言

い、そういう申請を出しても道のほうは却下されると言うことですか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

実際のところ、そこまでこちらで予算を用意するので、整備させてほしいというお話は
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過去にしたかどうか私も記憶してございませんが、多分そういう話をやったことはないの

かなと思います。ただ道のほうの管理という部分がございますので、やはり道の予算の中

で、整備をすることが本来なのかなというふうに理解しております。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今の課長の答弁聞いていますと、道の予算がつかない限りは、出来ないんだというふう

に聞いたんです。この問題、本当に何年も前から話しをされていまして、私が考えるには、

町長もおっしゃっているとおり、うちの町に交流人口を増やしていきたいということを根

底におくならば、やはり斜里岳を整備することによって、登山者を増やしていきながら、

緑清荘の宿泊も増えるということが歴然としていると思う。全員が山小屋に留まるわけじ

ゃないんで。そのために整備をするものはして、山は自然のままが良いんだという考えじ

ゃなくて、いろんな観光地は、人の手を加えて、初めていろんな人たちに来てもらってい

るという事例がいっぱいあるわけですよ。旭山動物園にしてもディズニーランドにしても

そうですよ。みんな人工的に手を加えていって、いろんな観光客が来てくれると。である

ならばうちの町も斜里岳は何千人も来てくれるような山ですから。もっともっと大切にし

て、道路をきちっと直して。来てもらうためには道の予算だけをあてにするんじゃなくて、

自分たちの町の予算で何とかしていきながら道にもお願いしていくような形が必要ではな

いかなと思うんですけど、いかがですか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの関係でございますけども、言われるとおり手を加えてやれば一番良いことな

んですが、なかなか自然公園という部分で人工的なものをそこにいれていく許可をとるに

も非常に難しい部分があろうかと思います。ただ先ほどから申しておりますとおり、事業

を入れるとなると機械ではできないという部分がございます。人力での作業でもございま

す。高額な事業費になってくるのが実態だと思います。それ踏まえて中で、道でもなかな

か動いていただけないという部分があるのかなというふうに思っております。これにつき

ましても再度を繰り返しなりますが、根気強く北海道とは協議をしながら整備をしていた

だけるように協議をしていきたいと思いますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 最後に一言。真剣にやっていただきたいというふうに思います。 



55 

 

○畠山委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 道路ということで、清岳荘から頂上に向かっての話を池下委員がおっしゃったと思うん

ですね。この斜里岳の道路に関しましては、１０何年前に竜神の入口から清岳荘までの間

の話が１回あったんですよ。道路の話をしているから付け加えてお尋ねしているんですけ

ども、私も毎年山開きに道路を通っていっているんですけれども道路が広くなりましてね、

大変良くなったのは事実です。しかしやっぱり車がどんどん上がっていけば、事故が起き

てからでは、大変なんですよ。中にはスピードだして走っている方というものもいるんで

すね。登山口から清岳荘までは問題無く道道でやったと思います。道路ですから。一遍に

はやれないですよ。やはり何年かにわたって何１００メーター、年々そういう形でやっぱ

り道の方に要請をしてもらって、やっていけば山小屋までできるんですよ。はっきり言っ

て。そういうことも考えて、やってみてはどうかなとお願いしたい。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問関係の道道の関係になろうかと思います。この関係につきましては、

もし道路が傷んでいる状況があれば、すぐ道路管理の方に連絡をいたしまして、グレーダ

ーをかけていただいて常時整備していただいているという状況でございます。聞き及んで

いるところでは近々道道としての整備も入っていくというようなお話を聞いております。

ただ、具体的な中身については、ちょっと私も把握していませんので、近いうちに整備が

入るということでお聞きをしておりますんで。 

 

○畠山委員長 

 ほかございませんか。３目オートキャンプ場費５０ページから５１ページ。 

 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ４目江南パークゴルフ場費、５１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

 

○畠山委員長 

 保健福祉課長から前中委員のご質問に対しての説明がありますので、これを許します。 
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○畠山委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 さきほどの日常生活用具の自己、負担についてでございますが、要綱に定める限度額の

範囲の中で９割の給付ということに規定されております。残り１割を、利用者の方負担を

いただいているということです。大変遅れまして申し訳ございませんでした。 

 

○畠山委員長 

ここで２時４０分まで休憩をしたいと思います。 

休憩 午後 ２時３２分 

                             再開 午後 ２時４０分 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 ２目道路新設改良費、５２ページ～５３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ２項都市計画費・１目公園費、５３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ３項住宅費・１目住宅管理費、５３ページ～５４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ２目住宅建設費、５４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 ９款消防費・１項消防費・１目消防費、５４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○畠山委員長 

 ここで、交代となります。 

（再 開） 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 次進みます。２目教育諸費、５５ページ～５７ページ。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

１３節委託料の遠距離通学バス業務委託料に関してであります。主要な政策の成果を説

明の中に、一般利用の延べ人数という形で札弦緑方面、あるいは上斜里から江南方面と実

績の人数が、札弦・緑が０人、上斜里・江南で１名と報告があるんですけど、これは、本

当にこの数字で間違いないのかと確認なんです。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 遠距離通学バス業務委託の関係のバスの運行実績でございますけれども、スクールバス

の運行につきましては、札弦・緑方面、並びに上斜里・江南方面ということで、運行して

おりますが、上斜里・江南方面につきましては、登校時１便下校時２便、札弦・緑方面に

つきましては、スクールバスといたしましては、下校時の１便でございまして、下に記載

しております。路線バスとして朝、夕１便ずつ斜里バスの運行がされているところでござ

います。 

その中で、スクールバス部分の運行に際しまして、町民の一般利用地域交通の確保とい

うことで行っているわけでございますが、町民の方々がこのスクールバスを利用する場合

に、町内におきましては２００円で利用が出来るという制度になっておりますが、この制

度を活用されて、実際に２００円をお支払し、乗車されたのが、この上斜里・江南方面で

１名だけであったという実績でございまして、バスの運行自体を札弦・緑方面についての

２路線が斜里バスの路線バスとして残されておりますので、その関係をお聞きしたところに

よりますと、年間で約千名の利用はありましたということでございます。 

従いましてスクールバスに対しまして、町民の方が一般利用ということで利用した実績

が記載の人数ということでございます。以上でございます。 
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○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 説明の中でスクールバスを一般町民が利用した場合、今ここに提示されている０名、あ

るいは１名という形で理解しました。そう踏まえた中で、斜里バス対しての委託という形

で運行している実態があると思います。１千９百万円ですけども、今日の新聞等々にもあ

りますけども、バス料金自体が昨年の事故等々で制約があって、運行状況あるいはそのバ

スの料金体系が倍まではいきませんけども、大幅にアップした実態がある中で同じように、

今後懸念されるのが同じようにスクールバスの運行に関しての委託先に値上げ要望等々が

今後どういう形になるのか解りませんけども、同じような形になってきた段階で、当町と

してもそろそろいろんな部分でスクールバスの運用の仕方、バス会社に委託業務がいいの

か、あるいは単独事業としてバスの活用方策を教育、あるいは福祉も絡めてオンデマンド

等とも絡めた政策に持っていくのか。今が検討する時期に来ているのかなと思うけども、

それについてスクールバスの観点からちょっと検討しているのかどうか。その辺お話があ

ればお願いしたいと。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

ただいまの前中議員の御質問の関係でございますが、委員に御指摘のとおりバスの料金

改定につきましては来年度から距離だけではなく、時間での運航によっての料金算定が導

入されるという情報も得ておりまして、そういった関係で、このスクールバスの関係また

社会教育バスの関係につきましても料金についての変更が予想されるところでございます。

そういった中でこのスクールバスの運行につきましては、学校の統合の関係もございます

し、中学生のスクールバスということで運行しておりますけども、現在小学生そして清里

高校生も利用しているところございます。 

ご指摘のとおり、そういった料金の改定も予想されるという中でバスの運行自体全体に

つきましては、今後そういったスクールバスで社会教育バス等含めて教育委員会としても

見直しをしていくよう検討していかなければならないというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

教育現場でそのバスの利活用は、確かにスクールバス等々で、今現状はこういう形で実

施されて子供たちもスクールバスの活用で学校に行っているという実態があります。今、

乗合いの中で２００円の実費負担を町内にしていただいて、斜里までの限定ではあります
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けども、そこは正規の値段を支払えば斜里での買い物も出来る形で多分運行されていると

は思うんです。 

今、文科省で遠距離通学の規定の緩和等々でそのスクールバスの例えば、地方自治体が

検討します。あるいはそのバスをもって運行しますという部分での、その補助事業等々が

あると聞いてはいるんですけども、その辺実際どうなのか。調べてはいないんですけども

どうなんでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（二瓶正規君） 

スクールバスの運行に関する補助制度につきましては、スクールバスの自治体としての

購入に際しましては、補助すると。また学校統合した場合によって生ずる運行につきまし

ては、統合後から５年間に限り、調整があるということになっております。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

教育現場からの通学の足の確保をという話をさせていただいた部分と先ほども決算の中

で難病治療の通院ですか。端的に申しますと小清水の病院に透析で運行するバスも当町に

来て、１日２回、朝も札弦だとか清里を１路線で回って小清水に入ったりしているような

バス路線があるんですけども、そういう中で仮にですけども高校の問題、もうこれは避け

ておりませんから、はっきり申しますけども足の確保という部分で、その利用の可能性は

利用できるのかできないのか。あるいは清里高校の存続に向けての中で、そういう取り組

みをもう少し積極的にアプローチしていくのか。もう待ったなしで２８年生徒募集という

形が出ていますから、それに向けての検討、種々検討されると思いますけどもそれについ

てどう考えておられるのかと端的に説明願います。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただ今、前中議員御指摘のバスの運行町全体としての考え方ということにもなるのかと

思いますけれども、現段階こちらの教育サイドといたしましては、先ほどおっしゃった高

校支援に絡んでということになると思いますけれども、御承知のとおり２８年度小清水高

校の募集停止ということで、そういった通学に対する清里町としてどういった支援ができ

るかということを含めて小清水町とも事務レベルではありますけれども、いろんな話し合

いはさせていただいておりますけども、小清水町につきましても現在生徒の確保について

鋭意努力されているところでございまして、具体的にそういった支援についての協議とい
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うのはまだされていないという現状にございます。 

ただ２８年からということになりますので、そういった部分を含めて対策を練っていく

必要があるという認識をしておりますので、他の高校支援も含めまして検討してまいりた

いと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 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、５８ページ～５９ペー

ジ。一括審査でお願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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、５９ページ～６０ペ

ージ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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、６０ページ～６１ペー

ジ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次進みます。２目生涯教育費、６１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 ４目図書館費、６３ページ～６４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費、６４ページ～６５ページ。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

６５ページ、１５節 工事請負費。多目的広場についてお伺いしたのですが、昨年度４

００万ほどかけて整備を支出されて、最近利用が少なく見えるんですが、今後せっかく多

目的をつくったんで、今後どういった対策をもってあそこを活用されていくのか。お伺い

したい。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

ただ今の池下委員の御質問でございますけれども、多目的広場整備ということで、昨年、

生涯学習総合センターの駐車場の一部を改良いたしまして、ローラースケートですとかい

ろんな運動等ができる、またバスケットゴールを設置いたしまして、町民の方々や児童生

徒、あるいはスポーツ団体が利用できるようにということでの施設整備を行ったところで

ございます。当然大きなイベント等がある場合につき、駐車場としても利用をしていると

いうところでございますけども、ただいま委員御指摘のとおり、現在バスケットボールの

ゴールにつきましては、毎日のように子供たち、中学生を中心に利用をされている状況に

あるかと思いますけれども、広場全体の利用につきましては、時たま家族連れ等が自転車

の練習をしているとか、ローラースケートボードのようなもので子供たちが遊んだりとい

うことで、自由な利用の仕方は、若干されているところでございます。 

ただ、目的といたしましては、もっと多くの活用をしていただきたいということで推移

をしておりますので、今後、利用促進に当たりましては、町民の方々あるいは小中学校を

する生徒にも、昨年も完成後には周知をしているんですけれども、さらに積極的な広報を

し、利用の促進を図っていきたいと考えておりますし、また教育委員会といたしましても、

あの場を活用してああいう施設ならでは出来るようなイベント等も計画をしていきながら

活用の促進を図っていきたい。現在も行われている教育委員会の事業としての活動の中で、

子供たちのわんぱくジュニア倶楽部ですとか子ども教室とか行事もございますので、そう

いった場の活用、また地元のスケート少年団中心でありますけども、先日もシーズン前と

いうことでローラースケートの練習を始められた方もいらっしゃいます。そういったこと

の利用促進さらに合宿誘致等も関係していますけども、そういった誘致活動も積極的に行

いながら、利用もしていただくように進めていきたいということで考えているところでご

ざいます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ２目トレーニングセンター費、６６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ３目町民プール費、６６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に進みます。４目スキー場管理費、６６ページ～６７ページ。 

  

○畠山委員長 

 よろしいですか。５目学校給食センター費、６７ページ～６８ページ。全体を通して質

問漏れは無いですか。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 



62 

○前中委員 

ちょっとお尋ねしますけれども、小学校費、中学校費、トレセンと絡めて関係する部分

なんですけども、テレビ受信料。各部署で受信料契約をされていると思います。特に必要

不可欠な部分はわかりますけども、私も認識不足なんですけども、学校教育現場における、

あのＮＨＫの受信料これはたしか減免があり、料金の設定が違うのかなと思うのですけど

も仮に学校現場でＮＨＫの受信料を払っているんですけど、これに対して減免というのは

あるのか、無いのか。 

 

○田中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

教育施設に係る減免措置は廃止になったということで理解しております。 

 

○田中委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

廃止って最近ってことでいいですか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 私が教育委員会にいた時ですから、はるか昔だという記憶しております。記憶が誤りで

あれば訂正しますが私の記憶では廃止です。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

無いということなんですけども、この金額のばらつきはあると。これはテレビの台数っ

てことで理解してよろしいですか。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 細かい数字は把握してございませんが、それぞれ学校の学級数等によりまして、差がご

ざいますのでそういった差だと思います。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 ６４ページの図書購入費について。およそ４６０万円ぐらいですか。図書購入している

わけですが、毎年これと似たような金額で図書購入していると思うんですが、やはり購入

するということは当然使用していない図書もあると思うのですが、こういったものに関し

ての活用というのはどういうふうにしているのか、ちょっとお答えしてほしい。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 図書の購入につきましては、２５年度の数字を申しますと購入札数で２千９５７冊とな

ってございます。蔵書数につきましては約８万冊から８万５千冊程度ということになりま

すので、購入する分、古く傷みの激しくなった書籍につきましては除籍をさせていただい

ております。 

その中で昨年処分の関係につきまして、雑誌につきましては、消耗品的なものでござい

ますので、これまでも古くなった雑誌を年１回無料配布をさせていただきました。昨年か

ら除籍をした本につきましても、無料で町民の方々に配付をさせていただきたております

ので、これにつきましても今年もまた１１月にそういったイベントと絡めてですね、実施

をしてまいりますので、そういったことで処理をしてまいりたいということでございます。

以上です。 

 

○田中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 去年に関しては２千９５７冊入れたということで、だいたいそれに近いぐらい除籍にな

っている本があるのかなというふうに思うんですが、町民に対して無料でということなん

ですか。どれぐらい町民は持っていかれたのか。何割程度で参考までに。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

先ほど数について申し上げるのを忘れておりました。２５年度につきましては、約１千

７００冊ほど除籍をしておりますけれども、無料配布を始めたのが昨年の１１月でござい

まして、その時点で除籍して残っていた本につきましては、約１８０冊程度と雑誌とあわ

せて配付をさせていただきました。従いまして、その時点におきましては、約１００冊程

度の持ち帰りということになろうかと思いますので、これにつきまして今年度は当然冊数

は１年分溜まっているということになりますので、多くの書籍を配布できるというふうに
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考えております。以上でございます。 

 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 こういった本も、うちの町の貴重な財産でありますので、是非これからも多種多様な方

法で皆さんに還元できればいいなというふうに思います。より広報等でＰＲしながらやっ

ていけばいいなというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 １１月にそういった図書館のイベントを予定していまして、それも広報で周知をし、無

料配布等につきましても周知をさせていただき、実施をして行く予定をしておりますので

ご理解願います。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 恐縮ですけど、緑スキー場の６６ページ。スキー場管理費ってあるんですけれども、こ

の施設の利用状況。資料を見ますと３万３千７７８名ですか。そういう利用実態があると

かかれて提示になっているんですけども、町内は学校事業でも取り組んでいるんですね。

町外という部分がもし解ればお知らせ願いたい。少し増えているのかなという雰囲気があ

るんです。ざっくりとした話ですけど。その辺お聞かせ願います。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

緑スキー場の利用実績につきましては、平成２５年度実績につきましては２４年度より

も利用者で利用総延べ数ですけれど４千回と言いますか増えている状況にございます。こ

の要因といたしましては、２５年度が増えたということも若干ありますけども、実は２４

年度に天候不順の日が多かったということと、オープン当初にリフトが故障いたしまして、

５日間ほど営業ができなかったというような要因があり、実績が低くなったところでござ

います。 

最近の傾向ということで申し上げますと若干大人の方の利用は、以前より回復をしてき
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ているという実態がございます。ただこれが町内の方町外の方かというところがちょっと

統計がございませんので、数字的な部分は申し上げられないんですが、子供の利用につい

ては横ばいなんですけれども、大人の方のシーズン券等の購入による利用が若干あがりか

けてきているという状況もございますので、さらに施設を充実したうえ、サービス向上に

努め利用者の確保に努めたいと考えております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

説明があった中で、若干という形で大きなくくりなんですけども、利用頻度が以前に比

べたらちょっと上がっている傾向かなと説明を聞いていたんですけども、あそこにある施

設、多分プレハブ等々でも販売しているんですけども、限られた予算の中での補修維持管

理にある中で、現実かなり老朽化しているのかなと思います。それと合わせて、使用頻度

が若干ではあるけども、確かに上がっている中で、その圧雪作業等と回数的には増えてい

るという話も聞いているんですけど、そこで作業する圧雪車はどのような状況になってい

るのか、もし解ればお聞かせ願います。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

スキー場の施設関係につきましては、毎年必要な修繕、特に圧雪車につきましても点検

整備を行い、その段階で必要となる修繕をかけながら使用してきてございます。ただ日数

がかなり経過してきております関係上、修繕についても限界に近いという状況が発症して

きてはおります。ただ何とか今のところ修繕をしながら、利用の状況こまめに把握いたし

まして、必要な分の圧雪作業を行うという中で、できるだけ負担をかけない中で利用して

きているところでございます。同時にまた圧雪車につきましては中古のものを索道協会等

を通じた中で物件を継続的に探してきておりまして、そういった物件がありましたら、ま

た教育委員会または議会の方々とも協議させていただきながら整備の検討をさせていただ

きたいというふうに考えているところでございます。できる限り利用の状況をこまめに把

握し、負担のかからない中で長もちできるようにリフト関係の機器等につきましても、併

せて整理をしながら使用しているという現状でございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 使用料収入等経費の中では、かなり持ち出しの部分がある中で、現実かなり圧雪車の耐

用年数を過ぎている話も聞くと、万が一緑スキー場を運行しないというわけには多分行か
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ないのかなと思うんですけども。そういう判断の中で中古という形で対応し、緑スキー場

運営していく方針は変わらないという理解するんですけどそれでよろしいですか。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 緑スキー場につきましては、当然多様な町民の方々を中心とした冬場の体力づくり、レ

クリエーションという意味合いがございますし、小学生・中学生・高校生清里の子ども達

の冬場の体力づくり教育ということを踏まえまして、スキー場につきましては存続をさせ

ていきたいという方針でございますので、それに向けた必要な整備を今後もさせていただ

きたいと考えております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 もう１点聞きたいと思いますが、６５ページの斜里岳ロードレースについてお伺いして

いますが、去年からハーフマラソンが増えまして、去年は６９８名が参加しております。

今年は一応７３０名という状況と聞いておりますが、ハーフマラソンに関して２０７名と

なっているんですが、この部分に関しては、去年と比べてどうしょうか。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただいまのハーフマラソンの関係ございます。こういったマラソン大会。近年の傾向と

いたしましてはハーフマラソンが主流ということで、そういった人気が高まっているとこ

ろでございますが、実績と致しましては、昨年は２４２名のエントリーがございまして、

今年は２０７名ということで３５名減っている現状にございます。この要因といたしまし

ては、たまたま暦の関係もございまして、今年同日に根室標津でのハーフマラソン大会が、

同日で開催されるということになりまして、恐らくはそういった釧路方面、近隣の方々が

そちらの方に流れてしまったというふうに考えております。全般的、全体的には町民の方々

の参加が多くしていただくことになりまして、最終的に７３２名が参加する予定となって

いるところでございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 
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根室標津ですか。同じ日がぶつかったということですけども、やはりロードレースとい

うのは、ハーフマラソンが主流だと私も思うんですよ。そこにやはり大々的にやるってこ

とに関して今後に同日にぶつかって参加者が増えて行くようなこれぶつかっただけじゃな

くて、例えばコースの問題とかいろいろとみえてくると思いますよ。例えば斜里岳ロード

いたけれども、例えばコースが余りにも素人向けじゃないとか、そういったことをやっぱ

り十分考慮してこれからやっぱり思ういろんな大会あると思うんですけども、結構コース

変更もしながらやっているって話も聞いているんで、そこら辺今後も検討課題に加えなが

らハーフマラソンだけじゃなく、ロードレースを盛り上げていくように何とか努力してほ

しいと思います。よろしくお願いします。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただいま御質問ですけれども、コースの関係等につきましては、大会上全般につきまし

て、昨年も出場された方々にアンケート調査等も実施をしてございます。そういった中で

確かにきついコースだという御意見ございましたし、逆に起伏があって楽しい、眺めが良

いというような好意的な意見も多数寄せられてきているところでございます。そういった

ことを今後もアンケート調査等継続して実施しながら、また陸上競技協会の方とも十分に

相談をさせていただきながら、今後に向けて検討していきたいとふうに考えております。

以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ないようですので、説明員交代となります。 

 

○畠山委員長 

１０款公債費・１項公債費・１目元金、２目利子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。

全体を通して質問ありませんか。説明員交代いたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

（説明員交代） 

 

○畠山委員長 

再開いたします。１２款災害復旧費一項災害復旧費、１目４．７災害復旧工事費、６９

ページ。 
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○畠山委員長 

なければ。次に移ります。２美里地区の遊水災害復旧事業費、６９ページ。 

 

○畠山委員長 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

美里地区湧水の関係で、大変な災害があったわけですけど、今後どのように対処してい

くのかを聞きたい。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

ただいまの御質問でございますが、昨年美里地区の多くの湧水が発生をいたしておりま

す。昨年の災害復旧の事業といたしましては、斜里川の町有林の沈砂池を整備すると。美

里第３道路の沈砂池の美里第９、１線道路の沈砂池整備ということで、昨年は実施をさせ

ていただています。そのほか個人所有の土地につきまして、土のうの設置ということで土

のう３４０個設置をしてございます。これにつきましては、耐用年数の部分もございます。

今年に関してこれをケースといたしまして、再度、そこに堤防等の設置を考えているとこ

ろでございます。これについては、これからの事業ということで、今検討中でございます

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員 

堤防を設置していくということで、また同じような災害は起きないと思うんですけど、

下流への水の流入等の関係のこともいろいろ対応されているのか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 今回堤防といいますと、溜めを設置するということでして、昨年の災害復旧の段階で、

清里側の方に配水を掘っている部分がございます。排水を活用いたしましたので、オーバ

ーフローする部分はそちらのほうを使って、水処理をしていくという形で考えてございま

して、美里９号を道路の方に水を流すという形で去年から施工してございます。それでな

お且つ溢れる場合があろうかと。相当以上の水が出た場合には、溢れる可能性もございま

すので、斜里川の方に対しましても水路の整備を検討したいということで考えております。

基本は清里町の方で水処理をするようにしてきたいなというふうに設計をおこなっている

ところでございます。 
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○畠山委員長 

 他ございませんか。田中委員。 

 

○田中委員 

 ただいまの件についてお伺いしたいんですけれども、土のうの積み替えは、当面の応急

処置だろうと思うんです。この災害事業について、振興局なり土現に相談を行っているだ

ろうと思うんですけども、そちらの方の考え、経過。どのような方向を進んでいくのかお

伺いしたい。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問でございますが、今回の整備関係につきましては、道営事業が入って

おりますので、その活用をして整備したいと。個人の受益の問題もございます。受益負担

もございます。災害復旧の部分については町の負担ということで考えてございます。それ

ら含めまして道営事業の部分を整備していきたいというふうに考えておりますが、先ほど

申し上げましたとおり、土のうの撤去及堤防のための設置につきましては、災害復旧部分

の用途、互いにございますので町の方の負担という形で実施していきたいと。それ以外の

水路整備は、受益者負担が出てくると考えております。 

 

○畠山委員長 

次に移ります。３目江南地域湧水災害復旧事業費６９ページから７０ページ。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 美里地域とそんなに変わらないうちにこうやって湧水が出たわけなんですが、美里地域

と違って、結構長い期間、水がでていたと思うんですけども、実際問題として現在はどう

いうふうになっているか。そして確かまちの土地だったような気がするんですけれども、

今後どういうふうに。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問の関係でございますが、この場所つきましては、江南の昭和の草地で

ございまして、のり面が昨年崩れたということで、これにつきましても災害復旧の部分で

ございます。これつきましてのり面の崩落個所に土のうを積みまして崩落の防止、それと
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水の湧き出ている部分につきましては、ふとんかごを入れまして、崩れないようにという

措置等をさせていただきまして、こちらにつきましてはこの整備をもちまして完了という

形で考えてございます。現状といたしましては、ふとんかごを積んだ部分から現在でも水

がでている状況でございます。それ以外のところからの水の流出については、現在ところ

確認をされておりませんので、このまま当面様子をみていきたいというふうに考えており

ます。 

 

○畠山委員長 

全体を通して質問漏れはございませんか。 

お諮りいたします。本日はここで解散したいと思いますが異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

異議なしと認めます。よってこれで散会いたします。 

なお、明日、９時３０分から審査を行います。本日はどうも御苦労です。 
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平成２５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２６年 ９月１９日（金） 

  開 会   午前 ９時２７分 

    散  会   午後１０時２５分 

 

 

○畠山委員長 

 おはようございます。それでは昨日に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。 

 

○前中委員 

 １款町税の１項町民税についてお伺いいたします。２５年度監査審査意見書に述べられ

ておりますけども、町税の執行に当たり大変ご苦労をされて、徴収率がかなり上がってい

るという報告を受け、努力に対し、まず敬意を表します。その中で今回私がお聞きしたい

のは、町民税２４年度は２５年度に比較してかなり税収がふえております。その中で特に

町民税における個人所得者の割合といいますか。構成内容はどうなっているのか。まずお

伺いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 町民課長。        

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 前中委員からの御質問に回答させていただきます。徴収賦課段階での数字ということで

御説明をさせていただきたいと思います。町税全体の割合についてでございますが、町民

税の個人分にかかる調定額における割合は、４５．８％そして法人分につきましては３．

７％という数字になってございます。また納税者等の数字等につきましては、当初賦課段

階で、個人につきましては２千１７５人。法人につきましては９５という数字だと思って

ございます。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 もし今わかれば収入未済額における構成内容はどのような形で。 

 

○畠山委員長 

 町民課長。 
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○町民課長（澤本正弘君） 

 収入未済額についてでございますが、町民税におけるこれ全体でございます。中身につ

きましては、平成２５年度におきましては、３３件の未済額がございます。また固定資産

税については、２２件ということで、ほかにも軽自動車もございますが、あわせまして５

８件の未済額が生じているという状況でございます。 

 

○前中委員 

 個人と法人構成まではちょっと報告できるできないものもあるかと思いますけど、もし

可能であればお聞かせ願います。 

 

○畠山委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 法人につきましては、収納１００％となってございますので、法人について未済はない

ということでございます。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 引き続きなんですけども、固定資産税の方で質問させていただきたいと思うんです。こ

の中で報告がありましたけども、今年度空き家バンク等々で空き家の観光協会等で調査さ

れた中で、従来空き家に対する課税、住宅宅地特例と言うんですか。そういう形でかなり

減免された実態があると思うんですけども、仮に今後の話になると思いますし、あるいは、

２５年度にもそういう事案があったのかどうかちょっとわかりませんけども、解体した段

階で課税額の減免が切れる実態があると思うんですけども、その辺の調査といいますか、

従来であれば、その固定資産税の自己申告という形で、従来どおり１月１日の資産に対し

ての課税標準となっているんですけども、その減却解体された形になった場合の申請時に

は、固定資産税の課税が変わるんですけども。その実態等々をどのような形で取り進めて

いるのか合わせて聞きたい。 

 

○畠山委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 まず家屋の課税状況でございますが、平成２５年度状況で申しますと木造非木造を合わ

せまして、課税されている棟数が３千３７９棟という数字でございます。また課税対象と

なる家屋はどういうものかと申しますと、これは不動産登記規則等々で準じまして、外気

性が分断をされるような屋根、それから３方の壁があるもの、そして土地への定着性があ
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るものというような定めがあります。今の御質問中で建物等をどう評価していくのかとい

うことございますが、これは担当員がパトロールしながら常に状況確認して課税していく

という状況でございます。 

また空き家バンク等々で建物等が除去された場合に、当然土地等課税も今後発生してく

るという状況は、出てくるということでございます。昨年度１件でございますが、建物等

が古くなりまして、持ち主の方と協議をしていただいた中で建物を取り壊していただいた

事案が１件ございます。その段階におきまして、所有者からも当然建物が除却されると、

土地に対する課税が発生するのではないかというような御質問等も受けまして、その辺想

定しながら大体このぐらいの課税が賦課されますよというような御案内をしながら、相手

方に理解をいただいて、除去をしていただいたという実例があります。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今後発生というか、やっぱり空き家に増えるに伴って、そういう税に対する問い合わせ

はかなり増えるというか、対応を懇切丁寧な中で進めながら自主財源である町税固定資産

税の回収に、今以上に邁進していただきたいと思います。質問を終わります。 

 

○畠山委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 前中議員のおっしゃるとおりそういう相談等々がありましたら担当職員も含めた中で対

応していきたいというふうに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。 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 ９款地方交付税、３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 １３款国庫支出金、６ページ～８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 １４款道支出金、８～１１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 １５款財産収入、１１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 １６款繰入金、１７款繰越金、１１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） 

○畠山委員長 

 １８款諸収入、１１ページ～１３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 １９款町債、１３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 ２０款寄附金、１３ページ～１４ページ。前中委員。 

 

○前中委員 

 僕の認識が間違っているかどうかわかりませんけども、寄附金の中にふるさと基金、こ

れはここでよろしいですか。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

寄附金の関係でしょうか。ふるさと寄附金の１４ページのふるさと寄附金１４万円。こ

れがいわゆるふるさと納税というふうな表現をされるふるさと寄付金ということでござい
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ます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ないようですので、実質収支に関する調書、７１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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。 

 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） 

○畠山委員長 

 次行きます。歳入、１ページ～３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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。 

 

○畠山委員長 

 なければ、次へ進みます。歳入、１ページ～４ページ。 

  

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 歳入、１ページ～２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○畠山委員長 

 実質収支に関する調書、５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に進みます。簡易水道事業特別会計、歳出、３ページ～５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 歳入、１ページ。 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 歳入、１ページ～２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 次に進みます。次に、焼酎事業特別会計、歳出、３ページ～５ページ。 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 歳出の部分でお伺いします。醸造費が本年度補正を入れておよそ４千５００万というこ

とになっているんですが、実はこの４千５００万に対して、今年度およそ１千万円減の３

千５００万円程度ということになっている実態があります。 

今年度それこそ９月にリニューアルした焼酎に対していろいろな思い入れがあって浪漫

倶楽部、北緯４４度という今まで馴染みのあるネーミングを捨てて、新たに北海道清里と

いうことで売り出していこうということに対し、醸造費を減額するという。在庫等の問題

もありますから、単なる数字上の話ではないことは理解できるんですけども、やはりリニ

ューアル後、本格的な焼酎販売に向けて、ある程度は昨年並みの状態につくってもらいた

いなと。 

それと同時にリニューアルに対して人員も３名体制から５名体制に変わったと。総体金

額も７千５００万から８千１００万に変わっているわけですが、やはりこういうことに対

して行政運営が行っている焼酎事業というのは、民間と違いましてプロも営業もいるわけ

ではありませんから、人員を増やしてやるというのはもっとも力を入れているのは営業か
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なというふうに私自身がとらえておりますのでそこら辺を今後も十分な予算を組み入れて、

もし足りないのであれば、補正予算を組んででも焼酎をやっていくんだという前向きに捉

えて進んでいただきたい。 

それと焼酎に関しては、９月７日セレモニーを行い、これからという時に全商品が揃わ

なかったという経緯がありますけれども、今年度はもう残り半年しかありませんけども、

次年度の予算もこれを踏まえてまだまだ焼酎に対してやっていくぞという姿勢を見せてい

ただきたいのと、せっかくこうやって今まで本当に馴染のあったネーミング、皆さんやは

り今でも浪漫倶楽部という名前のことを言う町民の方が多いので、それに負けないぐらい

の北海道清里をつくっていってもらいたいという議員として思いがありますので、私たち

議会も応援をして行きたいというふうに考えておりますので、是非、町長、副町長はじめ

所管は産業課長ではありますけれども、一緒に力を入れてやっていただきたい、頑張って

いただきたいという思いがあります。それを伝えておきたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 池下委員にお聞きをしたいんですが、要請ということでよろしいでしょうか。質問に捉

えていいですか。 

 

○池下副委員長 

 今のですね。焼酎に対して私の考えも言いましたけども、ぜひ所管のトップであります

産業課長がどういった方向づけでやっていくのかということを一言聞きたいと。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問でございます、まず昨年度２５年度の醸造費と２６年度の醸造費に約

１千万円の違いがあるという御指摘をいただきました。この関係につきましては、昨年の

３月の議会で新しいボトルの製造費ということで、７５０万ほど計上させて頂いています。

この部分が今年落ちているという部分がございます。また報償費ということでデザイナー

の先生方の旅費と２回発表会をやっておりますよね。そのときの報償費として１２０万ほ

どを計上してございました。それで合計で８７０万ほど。だいたい１千万に近い数字が今

回、その分が減額になっているということで、焼酎製造に関しましてはここ数年大体２５

キロリットルぐらいの製造で推移をしてございます。在庫調整をしながら当面２５前後の

醸造という形で進めていきたいなというふうに考えてございます。ある程度在庫調整が、

整いましたら例年の大体６０ぐらいの製造に移っていきたいというふうに考えてございま

す。 

それと委員から御指摘の今後の戦略の関係でございますが、私としましても新たにボト

ルがリニューアルしたということもございます。それと浪漫倶楽部は長年慣れ親しんだ名

前かということもございます。それに負けないように、北海道清里この名前を売っていき

たいなと思っております。営業関係、いろいろ素人集団でございますが、頑張っていきた



78 

いと思うのでよろしくお願いします。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ちょっと私の聞き方も変な面もありますが、所管の産業課長だけでなく、ここは職員一

体となって８０数名の職員がいるわけですから、町長を筆頭に皆さん横の連携をとりなが

ら頑張っていただきたいというふうに、切にお願い申し上げて最後の質問といたします。 

 

○畠山委員長 

 ほかございませんか。田中委員。 

 

○田中委員 

 焼酎醸造に関して参考までにお伺いしておきたいと思うんですけれども、人夫賃が出て

いるわけですが、これ直接その醸造にかかわった人夫賃として理解してよろしいのか。焼

酎工場も外構の周辺の環境整備だとか、そういった部分についてもあろうかと思うんです

けど。４１０万というのは直接その焼酎の製造に関わった人夫賃なのか１点。 

それと加工原料費についても大麦、そしてまたじゃがいもは、主な原料だと思うんです。

そこらへん大麦が何トン、またじゃがいもが何トン。そこらへん。 

それと先ほど課長の答弁の中に２５キロリットルぐらいの製造ということですけれども、

２５キロリットルの製造に対して、これぐらいかかるということで理解してよろしいです

か。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の質問でございますが、まず人夫賃の関係でございますが、一般管理費を記載し

ています。人夫賃これは事務の関係です。製造部分に関する人夫賃については、製造に係

る人夫賃ということで記載をさせていただいてございます。製造の人夫賃の部分では総体

で１１名の人間を雇用しているという形になっております。 

加工用の原料の関係でございますが、２５年度の実績で、いもが１万５千キロ、麦が３

千８００キロ、南瓜部分で２３９キロと米が３０キロということで、酵母関係でその他に

量はわかりませんが、金額で５万３千円ほどということで、合計で２９０万の金額という

形になってございます。 

 

○田中委員 

 わからなければ良いんですけど、ついでにお聞きしておきたいと。１１名の臨時雇用か

と思われるんですけど、延べ人数にして何人ぐらいになるのか。それと原料に対し、その
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じゃがいも、大麦、南瓜、米と４つの種類の原料が使われて製造されているということで

すけども金額も。もし解ればですけども。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 まず原料金額の関係なんですが、いもの部分で先ほど１万５千キロを程度ということで

ありましたが、金額で６５万ぐらいですか。麦が２３０万ぐらいの金額なります。南瓜の

部分でここは１万４千円ぐらいの金額。米の部分で５千円。酵母が先ほどといいました５

万３千円という形になっております。それと先ほどの人夫賃の関係で、延べ日数としまし

ては１１人使って延べ時間としまして６０６日間、日数で稼動しているということになり

ます。 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 焼酎会計のことなんですけど、決算部分ということだけなく、新しいボトルが出来たと。

そのことに関連して質問させていただきたい。 

若干発売、瓶の製造が間に合わなくてお披露目だけで１０月１５日に新しいのができる

ような予定ということで聞き及んでいるわけでございます。そのことに向けてこれから販

売体制なんですよね。それで何かの機会に名刺だとか職員、そして議員もそうですけど、

名刺の裏に新しい瓶だとかそういうものをデザインしたり、何なりしてＰＲしないと。な

かなか販売の延びていく形になっていかないのかなと感じているわけでございます。その

部分で名刺の台紙あたりは出来てないみたいですけど、それとポスター関係そういうもの

ももう既にできて配付になっているのかどうかそれについてお聞かせ願います。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

いろいろグッツの関係なんですが、今後名刺についてもいろいろ製作をしていきたいな

というふうに考えてございます。職員の部分で名刺の裏なり表なりこれはＰＲできるかな

というふうに考えております。それとポスター関係につきましては現在三つ折りの部分ま

だこちらの方に届いてないという状況でございます。これについても早急に対応できるよ

うにやってますんで、ご理解いただきたいと思います。それとＪＲの社内誌の方に今回の

ＰＲといいますか、そちらの方で今回の焼酎のリニューアルについて宣伝をさせていただ

いています。１０月号のＪＲの社内誌ということで１カ月間、列車に乗るということでご

ざいます。それと空港の看板につきましては、今回のリニューアルに向けまして、看板の
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つけかえ等、現在発注済みでございますので出来次第、女満別空港の焼酎看板についても

修正をかけていくということで今考えてございます。 

 

○勝又委員 

 一応ＰＲの関係についてはいろいろそういう計画を持っているということで聞かせてい

ただきました。今までもあった焼酎がリニューアルして、これを契機に大きくＰＲしてや

っていかなければと思います。今までどおりのことをやっていても瓶が変わっただけでは、

何も変わらないんじゃないかなとそのように感じます。宣伝すればお金はかかります。か

かったお金に見合ったような形で売っていけるのが一番ベストかなと思っていますけど、

なかなかお金をかけても日の目を見ない部分もあるかもしれません。かけなければと当然

きっかけもないわけですから、判断された形の中で取り進めていただきたいなと思ってい

る部分です。 

それとこの間、空港に行きました。隣の町の企業せんべいの会社です。陳列棚がありま

して、そこに社長と奥さんのコメントのビデオを流したりしたんですね。やっぱりプロが

やることは違うなと思うけど、小清水に来た経緯が紹介されておりましたけど、それも１

つのＰＲの部分かなと。そういう部分でやはり町長そして副町長を先頭に職員がきちっと

やっぱり売っていくんだぞという姿勢の見える形。バイヤーに伝わるような形で無いと、

なかなか販売に結びついていかないのかなと思ってますんで、そういうところも含めて今

後に向けて担当は副町長ですか。考え方がありましたら思いのほどを話していただきたい

なと思います。 

 

○副町長（宇野充君） 

 勝又委員の応援のご質問だと受け止めています。PR の手法等々いろいろあると思います

が、自治体なりの手法で今以上に努力してまいりますので、議員の方々、町民の方々の応

援をいただきながら、頑張っていきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

前中委員。 

 

○前中委員 

私も焼酎に対して思い入れがあるんですけど、その前に確認しておきたいのは、この特

会の中で、今質疑があって、その広告あるいは販売に向けての経費をここの中で充当する

ものなのか、あるいは産業課の中でその販売戦略にかかる経費はそちらで見るものなのか、

ちょっと確認をしていただきたいと。 

 

○畠山委員長 

産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

現在焼酎の部分で計上している部分と観光の部分でもいろいろバックアップしながら、
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やっている分もございます。旅費の関係につきましては焼酎の部分もございますが、産業

関係、観光関係のほうでも、そういうイベント関係の参加についてはそちらの方もみてい

るということでご理解ください。 

 

○前中委員 

今、勝又議員がおっしゃったように、やはりその販売戦略に基づいた中でいろんな対応

策。本当に売っていくという気持ちの中で進めていくときには、それなりのかかり経費は

もう避けて通れないのかなと思っております。今ホームページ場もおそらくリニューアル

した中で周知の広告を今つくっておられるかなと思っております。今ポスター等々でまし

たけども、やはりパンフレット等々のまだ未整備の部分がございまして、そこは早急にパ

ンフレットが欲しいという依頼も現実きております。ただそこはなかなかいろいろ良いも

のをつくろうという思いで誠心誠意努力したいという点を認めながら、なんとか行く体制

が見えてますんで、それをもってどうこう私は言いませんけども、すばらしいものを持ち

ながら、いかに誠心誠意、販売ほんとに難しいことなんですけども、そういった形でやっ

ていただきたい。それにはやはりかなり持ち出しの宣伝広告料。ほんとにどうゆう形にな

るかわかりませんけどもやはり皆さんと同じ気持ちで私自身もありますんで。今何点か広

告やパンフレット未整備をやっている状態が理解できましたんで、それ以上に今もし困っ

た点というか、その現場の中でちょっとした幟だとかそういうかかり経費も多分あるんで

しょうと思うんですけども。そういう部分に対しての充当だとかは検討されているのかど

うか。そこら辺ちょっと細かい話を少しすみません。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問で広告関係それとチラシの関係、これらについてデザイナーの方とも

いろいろ協議をした質の良いものということで、デザイナーの方からある程度御指摘をい

ただきながら作成している段階でございます。非常に遅れているという部分では、心苦し

いところもあるのですが、少しでも早く出せるように努力してございますので、ご理解い

ただきたい。幟の関係につきましても、デザイナーの方との協議の中で取り進めています。

確定次第進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 

○畠山委員長 

 ほかございませんか。村島委員。 

 

○村島委員 

 焼酎の話が出たわけですけれども９月の７日にセレモニー兼ねた式典が行われ、リニュ

ーアルした新製品が出回ったということでありますけれども、２種類ということでありま

したけれども。私は原生花園に寄った時に旧の浪漫倶楽部古い方が飾ってあるんですね。
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確認されているかわかりませんけれども、ここの緑清荘にも置いていると思うんですが、

小売店先に入れたものは引き取らないということは聞いていたから、そういうのが小売店

の売る方としてはそうかもしれませんけども、新しいものが出て、古いものが並んでいる

とつじつま合わない。ですから１０月１５日という日にちを指定されましたけれども、そ

れだって、その日に間違いなくできるというような物はないと思うんです。遅れるかもし

れないし、１５日に間に合うかもしれません。 

リニューアルして、新発売されたという形の中で古いものが並んでいるなんておかしい

ですよ。ですからできるだけ新しい瓶のできたものを店頭に並ぶような方法をそちらの方

と話し合って、どのぐらい残っているのかわかりまませんけれども、ちょっと見た目悪い

のではないかと。焼酎のことで今それぞれの委員が指摘しているわけですから、私も委員

会委員長として、これはごもっともの話でもありますから、その辺ちょっと検討してみて

ください。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 只今の御質問はリニューアルされた瓶が並んでいないという指摘でございますが、小売

りの店頭関係については、新しい瓶にしていただいているという理解をしておりますが、

町内業者については、なっているという理解ですが、町外の部分については把握し切れて

なかったという部分がございます。これについては引き取り等行いながら、新しい商品に

変えていただくように説明していきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 なければ、次進みます。歳入、１ページ。池下委員。 

 

○池下委員 

 歳入についてお伺いしたいと思いますが、２５年度は７千５００万という形でやってき

まして２６年度は８千１００万と６００万円ぐらい増額されているわけですから、これ人

件費とかいろんな部分があるんです。焼酎の販売に関して、卸売業者に対しての販売額、

町内の小売店これはおよそ４倍ぐらい売れているんですよ。町内の役場も金額的には４倍

くらい。平成２０年度から比べまして４倍です。道内の個人向けに対してもおよそ２倍弱

売れているんですが、実は反面マイナスの部分がいっぱいあるんですよ。北酒販、それか

ら株式会社ＨＰＩ、須原食品、秋田屋、三洋物産、これ平成２０年度から比べますと、本

当に５分の１とか４分の１とか大きく４００万～５００万違うところもあるんですよ。で、

こういったお酒の販売が実質的に落ちているのではないかなということが見受けられます
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ので、新商品はぜひとも予算の８１００万ではありますけれども、財産収入が増えるよう

なスタイルに持っていってもらいたいなというふうに思いますが、所管としてどのような

考えでおりますか。 

 

○畠山委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問でございますが、収入の部分が減ってきているという、これは事実で

ございます。やはりアルコールの部分、どうしてもブームとかそういうのもございまして

なかなか安定的にでないということもございます。今後年々減ってきている部分をいかに

歯どめをかけるかということでございますので、これに関しましては、この２６年から新

しい焼酎の体制という形になりましたんで、その中で販売関係努力したいというふうに思

っております。ご理解いただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この資料の中にですね。つき合いのない所もあると思うんですよね。リニューアルした

中においてはこういった卸売業者をまた増やしてしていくような形づくりをしていっても

らいたいなというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 産業課長 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 今年から新しいバイヤーを求めて、いろいろ営業活動とさせていただいております。そ

の中で何社か、ちょっと手ごたえのあるところも多く出てきておりますので、これから少

しでも売り上げに伸びが出ればなというふうに思っております、御理解いただきたいと思

います。 

 

○畠山委員長 

 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、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） 

○畠山委員長 

 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） 
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○畠山委員長 

 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関して、各

款ごとの決算審査を終わらせていただきます。 

 お諮りいたします。委員会事務処理のため２２日を休会したいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

異議なしと認めます。予定２２日を休会といたします。本日はこれにて散会し、２４日

は１時半より総括審査でございます。本日はご苦労さまでした。 

 

（散会 午前１０時２５分） 
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平成２５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２６年 ９月２４日（水） 

  開 会   午後 １時２８分 

    散  会   午後 ３時００分 

 

 

〇畠山委員長 

 ただいまより決算審査特別委員会を開催いたします。総括審査を行います。各会計全般

にわたって行います。 

 

○畠山委員長 

 はい。田中委員。 

 

○田中委員 

 平成２５年度の総括ということで、少し質問をさせていただきます。 

一般会計５３億１千６００万の歳入。そこで、実質収支額１億３千７００万と黒字決算

となってわけでございます。こういった健全財政堅持に努力いただきました執行者を初め

とする職員に感謝と敬意をまず表したいと思います。 

さて、花と緑と交流のまちづくりを基礎とし、庭園のまちづくりでスタートした櫛引町

政も早いもので２５年度は折り返しの年でもあったわけであります。２４年の３月には、

新パパス道の駅としての再スタート、２５年には、町民活動施設整備事業。安全安心の環

境づくりとして公共施設太陽光発電の導入計画。継続補助事業としては、子育て支援、太

陽光のソーラー補助住宅リフォーム、出店等の補助、またはこのプレミアム商品券。移住

定住事業など他にもたくさん実施され、推進をされてきましたが、しかしながら、少子高

齢化に伴い、人口の減少に歯止めがかからないのが現状であります。また監査報告書の中

で、見ますと実財源が２６．９％と大半が依存財源に頼らざるを得ない。こうした現況を

踏まえ、２５年度の決算を終え、まず町長の感想をお聞きしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、田中議員さんよりございました２５年の執行を終えて、全体として町長の考え

方はと言うことでありますが、まず２５年の事業は、御案内のように清里の大地に開拓の

鍬がおろされて１１５年とそして小清水・斜里町から分村、独立して７０周年と。さらに

は光岳小学校が創立されて１００周年。そして緑の小学校の山村留学がスタートをいたし

まして２０周年とそうした大きな節目の年であったわけであります。それぞれの式典の中

では、先輩の皆さんのそうして歩んでこられた歴史、そうした熱い思いに対して、感謝を

申し上げます。また次の時代へとそうした思いを引き継いでいくというようなことでの新
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たな一歩を踏み出したと。そんな１年だったのかなというふうに考えている次第でもあり

ます。 

そうした中で、町政の執行でありますが、第５次の総合計画で挙げております清里町の

理想の姿、人と自然がともに輝き躍動するまち。それを実現するために、町民の皆さんの

参加と協働、共創の理念のもとで本当にこの町に住んで良かったなと、そう思われるよう

な、そんなまちづくりを進めてきたということでございます。目標とするところは、今申

し上げました、本当にこの町に住んで良かったなというふうに思ってもらえるというのが

一番の目標であります。 

そのためには５つの大きな総合計画上の目標がございます。１つ目は、産業の振興であ

りますし、また住民との協働のまちづくりであります。そして健康づくり、子どもの子育

て、そして、安全安心のまちづくりということでありまして、これらの事業について、そ

れぞれ実施をさせていただくことが出来たわけであります。これもひとえに町民の皆さん

を初め、議会議員各位の御支援と御協力の賜物と感謝を申し上げる次第でございます。ま

た、施設の方もそれなりに充実整備をさせていただきましたが、それらを活用するソフト

事業についても取り組みを進めさせていただいたところでありますし、今ございました財

政の関係においても、財政力指数の健全化部分においても取り組みを進めてきたところで

ございます。特に財源的には基金の積み上げも行ってまいりましたし、また起債について

は繰り上げ償還をするなど、財政収支の改善を図ってまいります。おかげをもちまして今

般の健全化の指数においても率が下がっているというようなことで、将来への健全化体制

も少しずつ確立をしてきていると思っている次第でもございます。 

そう言いながらも時代は今、大きな節目の潮目のときを迎えているというふうに理解を

いたしております。特にＴＰＰの問題、また少子高齢化の問題、人口減少の問題。それら

の課題が次々と地方に襲いかかってきているわけでありますので、こうした課題に対して

もタイミングを失することのないように引き続き緊張感を持って、職員の方々と力を合わ

せて、本当にこの町に住んでいて良かったと思われるような町づくりのために、全力で取

り組んでまいる所存でございます。極めて雑駁になりましたけれども、２５年度を振り返

って、その思いの一端を申し上げさせていただき、答弁にかえさせていただきたいと思い

ます。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 今、町長の２５年度の決算を終えての気持ち、心境というのを答弁いただいております。

住んで良かったと思えるまちづくりに向かって、５つの目標を持って邁進していく。施設

整備、そしてまた財政の健全化に向けても順調な推移をされておられるとそういった答弁

であったわけです。今回予算審査を通じまして、各議員の皆さんの質問また御意見等伺っ

て、私なりに感じたことを５点ほど町長に質問をしたいと思います。 

まず自然再生可能エネルギーの導入。そしてまた町民のバスの交通手段。出産・育児・

子育て環境づくりについて。あと焼酎の販売について。この５点について考えを伺いたい
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と思います。 

まず初めに自然再生可能エネルギーの導入について。今回１市４町でしたか、緑ダムで

の水力利用での発電が検討されているということでありますけれども、２５年度調査計画

を行って、そして２６年度からの実施ということで、とりあえず清里では公共事業につい

て太陽光パネルの設置計画が示されたわけで、２６年度実施に入ってきたわけであります。

しかしながら、今回２５年度は計画だけだったんですけども、２６年度に向けて、非常に

我々が設置する単価から見ると、非常にバイトが３倍ぐらいするような感じがするわけで

あります。そう言ったことで、行政がこの事業に取り組んで採算をとるというのは非常に

難しいのかなと強く感じるところであり、そういった中で、今後の公共施設の設置計画は、

年次ごとに示されたわけでありますけれども、この点について変更なく進めていくのか。

それともやはり、そういう採算の面、いろんな面を考えてやはり思い切った政策転換とい

いますか、最悪の場合は中止と。そういうような考えがあるのか、このまま継続を進めて

いくのかその点についてお伺いしたい。 

 

○畠山委員長 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問をいただきました再生可能エネルギーの考え方でございますが、まず１

点目の緑ダムの関係につきましては、ご案内のように１市４町で協議会を設置いたしてお

りまして、その協議会の中で緑ダムを活用した小水力の発電の関係。概要調査を終わりま

して、この２５年の９月に、小清水町を代表としながら概要設計の方に入っていくという

ことで、この調査と概要設計にあたっては国の定額補助を使うということでありまして、

持ち出しは特にございませんが、この結果の内容によっては、平成２６年に実施設計に進

み事業を着工ということになっていくのかなというふうに思います。そうなった段階では

改めて今の協議会が、事業ができる仕組みになっておりませんので、どこかの町村が代表

して事業主体になるということもありますし、また実施設計に自己負担が伴うということ

になりますし、さらに事業をする場合においても、果たして今のスタイルの中で補助事業、

また交付金事業にしっかり乗れるかどうかという部分も精査をしながら、今後の対応を決

めていきたい。これらについては、当然要所要所の段階では、議会とも十分に協議をしな

がら並行的に進めていきたいと考えております。 

それから町が実施をいたしております公共施設への太陽光の発電の考え方であります。

基本的に国において再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が平成２４年にスタート

をしたわけでございました。その時点においても、国の方では東日本大震災からの復興、

復旧とそしてまた原子力発電所の政策の見直しというようなものもありましたし、また世

界的には地球温暖化対策での二酸化炭素の削減というような大きな目標の中の位置づけで

進められてきたというふうに理解をいたしております。町におきましても、そうした背景

を受けて公共施設への太陽光発電の導入ということで、調査をさせていただいた結果によ

って可能性は十分にあると出ましたので、一昨年はこれに基づく導入をさせていただきま

した。そして今年から１０カ年程度の計画で進めていきたいということで、具体的な施設
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名を挙げながら、現在その対応を進めているということでございます。御案内のように私

どもとしても、太陽光発電の固定買い取り制度で出てくる積算の方式というのは、あくま

でも民間の方々が一般的にやられている太陽光パネル１枚当たりの単価、極端に言えば、

積算をして年利４％の金利に値する部分の利益が出るんですという謳い出しが、この固定

買い取り制度の基本になっているところでありますし、さらに直近３年間は６％に該当す

るという説明がつけられております。そういうことですから、民間で実施される場合より

は公共でやる場合はどうしてもいろんなデータをいただくだとか、着工届けだとか、いろ

んな手続の関係をやっていきますから、諸経費の分は当然高くなるというふうに我々も理

解はしておりましたが、今御指摘をいただきましたように物によってはビックリするよう

な単価で上がり始めたと。積算的には行政ですから、きちっと設計を起こして事業をしな

ければならんということで、設計をする段階においては、そういう関連の企業者に見積も

りを上げてもらって、その中で一番ベターな見積もりをそれぞれ上げてもらったものから

積算をしていくというやり方でございました。これが実施設計を発注する場合のやり方で

ありますが、通常的には、そんなに上がるというふうには、我々も判断をしていなかった

わけであります。今回こういうような、中身を精査してみると、物によってはもう倍に近

いようなものも見受けられるというようなことでありますから、これについてもその契約

書の中では、当然そういうさまざまな事象を検証しながら、具体的な今後の対応について

は進めていきますよというふうには表現しておりますが、それがもろに、こういうような

形になって出てきているのかなということで、危惧をしているというのが実情でございま

す。 

基本的にはこの太陽光発電というのは、エネルギーの自賄だとかまたは地球温暖化対策

にいかに貢献していくかとそういう部分もありますから、必ずしも収支だけということに

はならないかもしれませんけれども、実情として収支が一定程度合わなければ、無理して

絶対しなきゃならんというものではないと我々も理解をするところでありますので、今後

見積もり設計のとり方など、よりベターな方法があって、民間の方々がやっているのにか

なり近づいていくぞというようなことであれば、そういうような中で対応していきたい。

ご指摘いただきました大きな差が歴然とついたままということであれば、それらの精査を

して十分に町民の皆さんからも御理解をいただけるという時点が来るまでは、無理をしな

いで協議、精査をしながら進めていきたいというふうに考えてございますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 ただいまの答弁のお聞きしまして、少し安心をしているところであります。しかしなが

ら今町長の答弁の中にあったように採算ばかりではない。私もそのようには考えるわけで

あります。日本全国、自然再生エネルギー、クリーンな環境づくりに取り組んでおられる

わけであります。そういったことで、今後十分に軽費の面もご答弁いただいたように、検

討をしながら慎重に進んでいっていただきたいなとお願いをしたいと思います。 
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清里は、川が何本かありまして、昔は自家発電もされた地域もあったわけであります。

そういった中で小水力の発電またはこの町においては温泉が５カ所も５カ所、６カ所です

か掘られているわけでありまして、そういった部分についての温熱利用も調査されてきた

かと思うわけですけども、そういった部分について検討されておられるのか。そこらへん、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の御質問をいただきました、小水力の発電の関係であります。全体の緑ダムとい

うのは先ほどの説明の中で、今後一定程度前向きに進めていくということになってこよう

かと思いますが、今ありましたように、清里町内の水利を活用した小水力という部分でご

ざいますが、これも賦存量調査の中で、調査を２カ所ほど入れさせていただいております。

御案内のように１箇所につきましては斜里岳の登山口のところの昔小水力をやっていた場

所と、それからもう１つは江鳶川がありますんで、そこも調査を入れさせていただいてお

ります。基本的にはですね、小水力の関係については、年間の稼働というものがあります

ので、昔は河川の維持水量は使ってはならんということだったんですが、現在は小水力で

あれば、もとに水が戻りますから。それをちゃんと計算に入れて良いですよということに

なりましたので、大きく変わりました。その落差がきちっと取れるところであれば、それ

なりの効果が出てくるということでございますんで、これらについても十分に精査をかけ

ながら、積算を入れて通常の形で行けるんであれば、十分に検討に値する施設になるんだ

ろうと。特に清里の場合は、水利がいっぱいありますので。そういう部分を慎重に扱って

いければと考えている次第でもございます。 

それから温泉の関係であります。清里町にはおかげ様で泉源そのものが、ついこの間ま

で５カ所だったんですが、パパスに新たに１本に入れさせていただきましたんで、これで

泉源は６本持ったことになります。それで施設によっては熱交換をしたり、床暖を取った

りということもしておりますし、特にパパスの道の駅を大きくした部分については地下水

のヒートポンプを新たに導入したと、初めてパパスに導入をさせていただいたということ

でそういうような研究もやってきておりますし、また今回の町民プールの部分においても

従来からやっておりましたけれども、これも緑清荘の熱交換を取り入れた中で進めていく

ということでありますので、可能なものはですね、そういうことで費用対効果があります。

すべてが出来るかということになると、なかなか難しいところもありますけれども、可能

なものは、常に研究勉強はしていかなきゃならんと思っておりますので、新しい施設がで

きる時には太陽光もそうですし、その部分も含めてやっていかなきゃならん時期が来るの

かなというような気持ちでおりますけれども、先ほども言いましたようにある程度、費用

対効果の部分との抱き合わせというような中で判断をさせていただきたいなと考えており

ますし、また当然実施していくということになれば、議会とも十分に連携をとりながら協

議をさせていただきたいというふうに考えておりますので、これらについて申し上げまし

て、答弁とさせていただきます。 
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○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

非常に良いっていうのは分かっているんですけども、今言われたとおり費用対効果の問

題がやっぱり一番かと思うんです。そういった中で、ソーラーパネルを個人の町民が設置

されている場合の補助も期限つきで、町も実施されているわけでありますけども、町が主

体としてやっていく事業と町民も協力いただいて設置をしていただく。この面からいって

も、やっぱり補助についてできる限り継続をして実施していただきたいなと思うわけであ

ります。そういった中で、どういった目的で何のためにこれをやるんだと安全安心の環境

をつくるため、そればっかりでは中々理解が得られない部分ありまして、今後をしっかり

と目標を持って、このためだからやるんだよといった目標を持って進んでいただきたいな

と。このように要望をいたしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の太陽光発電の関係でありますが、町民の皆さんに実施をしていただいておりま

す。住宅用の太陽光の発電の関係、補助制度を持って国にもありますけれども、町もそれ

にプラスアルファという形で推進させていただいております。これはまだまだこの課題が

今後も続いていくというふうに我々も認識をしておりますんで、当面のこうした形の中で

補助制度を続けていきたいというふうに考えている次第でもございます。また基本的には

住宅用の太陽光の関係については、ある程度の個人の利用でありますから、特に経済性は

追及がされるんだろうというふうに思っておりますが、また町の関係においても、先ほど

も言いました、そこの部分プラスやはり地球の温暖化への再生可能エネルギーの導入、ま

た資源の有効活用。そして地域エネルギーの自賄。そして万が一の時のエネルギーの確保

というような部分もある一面見据えた中で、進めていければと考えております。ただ先ほ

ど言った費用対効果のバランスをどこらへんにしていくかというのが一番課題になってく

るところかなというふうに思っていますし、もう１つは心配なところは、北電さんの送電

網が清里は今のところ非常に弱いということがありまして、なかなか大規模の容量のもの

が設置ができないというような状況になっておりますんで、札弦に１カ所大きなものが入

りましたが、それ以外はほとんど大型が見受けられないというような状況でありますので、

これらについても、公共が施設の部分で続けていくということになれば、そういう送電網

の整備も関係の方面にお願いをしていかなければ、それこそ太陽光部分の民間の方もケー

スが増えてくると、中々難しいという部分が、今後考えられますので、そういうような対

応についても併せて進めていけるように努力していきたいというふうに考えております。

以上であります。 
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○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

それでは次に住民のバス利用についてお伺いをしたいと思います。 

清里におかれましては、緑・札弦方面、江南方面と定期バスそしてまたスクールバスが

配備されておられるわけであります。そういった中で、江南方面の父母の方に聞きますと、

意外と小学生の場合は送り迎えをしている方が多いんですね。で話を聞きますと登校時間

にギリギリだから送っていくんだとか。実際詳しくは私も調べてはいないわけですけど、

そういった声も聞かれるわけであります。あと清里も病院がありまして、診療所のバスが

札弦・緑方面は出ているんですよね。そういった通院サービスにも取り組んでおられるこ

とも分かるわけであります。あと日赤小清水の日赤病院に通院されている方も結構おられ

るとお聞きをするわけであります。なかなか満足行くような交通の配備というのは難しい

わけでありますけれども、元気で車を持って免許を持っている人は自分で行った方が早い

わけで、問題はやはり子どもたち、それから老人で自家用車を有してないという方々です。

やはりそこらの気遣い。それについて検討されてはいると思うんですけども、せっかく入

浴券をいただいてもやはり自分で車に乗れない。車も持ってない。そういう人たちに少な

くても週に１回とか２回とか、そういうサービスも今後高齢者の健康づくりの面から言っ

ても、温泉で仲間と会える、話ができる。そういった環境づくりも必要かなとそんなふう

にも考えるわけですけれども。そこらへん、町長の考えをお願いします。 

 

○畠山委員長 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいまの通学バス、また路線バス等の地域交通の考え方でございますが、基本的には

今運行しているバスについては路線バスと通学バス。これにさらに医療機関としてクリニ

ックが患者さんの運行ということでバスを出しております。また日赤さんも、透析患者さ

ん用ですが、斜里清里を経由して小清水の日赤へというような交通体系が、今のところあ

ります。それで通学バスについては、基本的には中学校の統合の時にスタートをいたして

おりまして、当初の段階では中学校から緑、清里そして札弦から中学校まで来てもらうと

いうために設置をされたものであります。それがやっているうちに路線バスとのからみが

出てまいりまして、江南地域については、路線バスが撤退減になりまして、この通学バス

だけになったと。あと緑方面、札弦方面については、まだ路線バスがありますんで、それ

と通学バスという中で対応をさせていただいているというような実情にあります。そして

また、これらの路線バスまた通学バスにあっても、時間帯が合うか合わんかは非常にこう

微妙なところがあるんですが、一般の町民の皆さんも乗ってもらうことについては、オッ

ケーですよ。ただし町内は２００円。どこで乗ってどこで降りても町内であれば２００円

ということで、利用をいただいているのが実情であります。聞くところによると、さほど

多い利用はないと、何人か年間で利用されているというような実情にあるようでございま



92 

す。基本的に子どもたちのスクールバスという時間帯での運行になっているもんですから、

どうしても一般の方々は使いにくいというのが実情なんだろうなというふうに思っており

ます。それと先ほど申し上げました医療関係のバスについては、それぞれの目的がありま

すから、クリニックにお世話になっている。また日赤さんを利用されている透析の方々と

いうようなことで、現在の段階では、一般の人どうぞ乗ってくださいというふうには、中々

いっていないというのが実情であります。これらについても、今後の課題になってくるの

かなというふうに思っております。そうした中で、特に高齢者の方々で車を持たない方も

そうですし、免許も持たれない方もそうです。それから免許を返納してしまったという方

も中にはいらっしゃるのかなと思っております。これらの関係をどういうふうに今後考え

ていくかと。これはだから通学バスだと医療バスだという区域のくくりでやると、なかな

か現実は難しいんだろうなというふうに思っておりまして、地域バスとして、地域交通を

どういうふうに見直しをしていくかという大きな課題になってくるというふうに思ってお

ります。町村によっては小型の何人か乗れるバスじゃなくて、ボンゴ車みたいな車を用意

してオンデマンドで、それぞれ皆さんの役割の中で運行していくというような政策をとっ

ているところもありますし、お金でハイヤーを何回分見ますよと。それを福祉の交通の足

対策という形で支援しますよとか。もう１つ心配になってきているのは、今回の審議の中

でも御意見をいただきました小清水の学校との絡みで、たまたま清里町には交通体系がな

いということも含めてどうしていったら良いんだという部分もありますんで、これらの部

分を含めながら、オンデマンド方式だとかハイヤーの借り上げだとか色んな部分。それと

今もそうですが、小学生、中学生に対しては通学のためのキロなんぼの支援もさせていた

だいている部分がありますんで、そういうものを全部合わせてどういうふうに確保をして

いくんだという部分。今後そんなに時間が経たないうちに方向性を出していかなければな

らんだろうと考えておりますんで、これについても、そうした方向での検討に入らせてい

ただきたいと申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

やはり先ほども申し上げたとおり、子供たち、学生それから高齢者。そういった方々の

交通手段。温泉の券貰っても、歩いて行くわけにもいかないし、そのまま。もったいない

けれどもという話もお聞きしますので、地元にもレンタカーの会社もあるわけでありまし

て、町でも過去にはバスも持っていた時代もあったわけであります。そこまでも必要があ

るのかどうなのかも、人口が減少してきた中であろうかと思いますけども、しかしながら、

高齢者も増えてきているのも確かでありますので、今後そういった交通手段サービスに心

がけていただきたいなと思うわけであります。 

次に子育て支援といいますか。少子高齢化。これ全国、悩みの種になっているところで

あります。全国いろんな市町村自治体で取り組みをなされているわけです。例えば２子目、

３子目が産まれるとお祝い金を出すとかそういった政策もとっておられる町村もあるわけ

でありまして、現在我が町においても出産手当は国の制度ですね。そういった部分、保育
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２子目からは、保育料の２分の１の減免措置だとかワクチンの助成補助を手がけてはいる

わけです。しかしながら、中々子どもを育てる環境が難しいわけで、そういった中で今以

上に手厚い施策が必要かなと考えるわけで具体的な考えがあれば一つお聞かせ願いたいと。 

 

○畠山委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の子育て教育支援の関係でございますか。清里町の子育て支援対策というような

形の中で、今までも様々な対応をさせていただきます。ついこないだから保育所の低年齢

未満児の入所を進めてきたところでありますし、また高校生が清里高校に入る場合には、

入学支援金だとか。それから小学校の１年生に入るときにはランドセルだとか。そういう

ことをもやってきました。それとお子さん方の健康を守るというような意味から義務教育

が終わるまでの間は、医療費の全額支援をいたしますとか、そういういろんな部分を対応

して参ったわけでありますが、今御案内のありました人生の節目での祝い金的なものを考

えてはどうなんだと。その初めとして国でやっている出産の手当てという制度ありますが、

そうでなくて、出生のお祝いとかそういう部分のより子育てのしやすい環境をつくっては

どうかというような内容の御質問かというふうに思います。 

今申し上げましたようにいろんな対策をうってきておりますが、さらに清里は働く場所

はないけど、子育てするには最高の場所ですよと。環境は良いし、こんないいところは無

いんです。と言われるようなイメージを持ちながら進めていければなというふうに思って

おります。そんなようなことで、より具体的な部分として出生が良いのか、また中学校と

かそういうような節目が良いのか、そういう部分含めてもう一度、内容的に精査をしてみ

たいというふうに考えるところでありますので、これらについてもご理解を賜りたいとい

うふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

今町長から答弁いただきましたように、是非とも我が町で子育てするのには、もうどこ

にも負けないよといったぐらいの意気込みで自信を持って町外にもアピールできるような

政策をぜひとも進めていただきたいなと思うわけであります。 

それともう１つ、子供をつくるもととなる後継者対策。話を聞きますと農業後継者の中

にもかなり一人で過ごされている方が多いとお聞きをするわけです。農業者ばっかりでな

くて、最近ここの町ばかりでなくて、都会でもそういった傾向が見受けられるといった話

もお聞きするわけであります。是非ともそういった部分について、力を入れて取り組んで

いただきたいな、そんなふうに要望いたしたいと思います。 
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○畠山委員長 

町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただ今の子育て支援の関係でありますが、基本的には子育ての子どもたちを対象にした

色んな対策支援、これらについて十分に検討させていただきたいというふうに思います。 

 また後継者対策という部分においては、農業関係においては農業者の後継者対策協議会

がございまして、その協議会の中で様々な活動についての支援をさせていただいておりま

す。また婚活って言うんですか。ああいう活動に対しても旅費だとかいろんな部分での支

援をさせていただいておりますが、ただそういうふうに対応がされてきているところはま

だ良いんですが、今お話がありましたように農業だけでなくて、他の産業においても大変

厳しい時代なのかなと思っておりますんで、農業関係については、農業委員会だとか、結

婚相談員だとかの全体的な動きがありますから、十分に活用させていただくのとそれ以外

のどういうふうにマッチングしていくかというのは、大切になってくるんだろうというふ

うに思っております。商工業界関係もやっぱり後継者で苦労されているということもござ

いますんで、それに関連するそれぞれの組織団体においてでもどういうふうにやっていけ

るのかという部分含めて懇話会なりで話をしながら進めていければというふうに考えてい

るところでありますんで、御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

是非とも後継者対策を取り組んでいただきたい。担い手育成協議会だとかそういった組

織的なものはあるわけですけども、しかしながら実際その成果というのが、どうも見えて

きてないような気もするわけでありまして、是非そういった部分も力を入れて取り組んで

いただきたいなとそんなふうに感じるところであります。 

次にふるさと納税について、お伺いをしたいと思うんです。最近テレビだとかで、もの

すごく力を入れている市、町があるわけであります。その納税についても、町のアピール、

町の特産品の宣伝効果も兼ね備えているような気がしているわけであります。そういった

中で、我が町においても２５年度１４万円ほど、そういった御寄付をいただいているもの

でした。感謝を申し上げたいと思いますけど、納税者についての要綱というか町では設置

されておると思うわけですけども、話に聞きますと焼酎をお返ししているといった部分で

あります。今後清里のＰＲ、そしてまた特産品のアピール。そういった部分から少し力を

入れてもいいのかなと思うわけであります。納税者にしても税の減免の措置だとか優遇も

されている、やはり納税者にしてみると都会に住んでいて、いろんな町村に納税をして、

何とか牛だとかそれが楽しみで実施されている。そういった話も聞く訳でありますけども。

取り組みについてどういったふうに考えをお持ちなのか、お伺いしたいと思います。 
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○畠山委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただ今のふるさと納税、いわゆるふるさと寄付金制度ということでありますが、基本的

には、税でなくて寄付ということでありますんで、当然的に予算編成上は、当初予算では

計上できないということで、実績に応じて補正をしながら計上していくというスタイルに

なってくる財源なのかなと。ですから継続的安定的財源として見込むということについて

は、かなり難しいところがあるというふうに思っております。ただ国において、平成２０

年ですか。都会に集まる税金を地方へそれぞれの納税者の立場から自分たちのふるさとに

少しでも寄付された部分については２千円を控除し、残りの部分については税額所得控除

をすることができますということの中でスタートをしてきたという歴史がございます。本

来の部分で納めるべき税金が安くなるということで納税者にしてみれば非常にありがたい

のかな。ただ納めたところの町村にすれば、税金が入ってこなくなりますから、それは大

変なことなんですが、いただいた町村にすれば、それなりに寄付という形ではありますけ

れどもいただけるというようなことで納税の趣旨からいくと、かなりいろんな議論はある

んだろうというふうに思っております。ある一面、田中議員さんが言われましたようにふ

るさとの特産品のＰＲだとか宣伝だとかっていう部分においては、それなりの一定の効果

があるんだろうなというふうには思っております。ですから余りにも行き過ぎてしまうと

何だか特産品の販売ＰＲ合戦になってしまうということがあって、ちょっと最近も新聞に

何件か解説が出ておりましたんで慎重にやらなければならないところだなというふうには

思っております。 

清里も御案内のように一定の基準を設けまして、清里焼酎を中心としながら特産品の扱

いでプレゼントをさせていただいているということでありまして、ホームページの中にも、

ふるさと寄付という項目がありますんで、それらを見て寄附をしていただくということに

なるのかなと。ただ現状問題として清里の場合は、寄付をいただいている皆さんは、ふる

さと会に入られているだとか、清里と深い繋がりがあると。特に東大生が、ここへ来たと

いう部分を含めて５、６名の方が寄附をされているというようなことでありますが、ただ、

田中議員さんが言われましたように、違う角度からそれこそ宣伝という角度からというこ

とになれば、もう少し意味合いが変わった制度になっていくのかなというふうに思ってお

ります。前段申し上げましたように、これはあくまでも本人の自発的な事前的な行為とし

ていただくわけでありますので、ここらへんは慎重にしっかりとした一定の基準を持ちな

がらやっていくのが最良の方法なのかなというふうに判断をしているところであります。

今後ともそうした全体の流れがどうなっていくかも踏まえながら、検討できればなという

ふうに思っている次第でありますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 
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○田中委員 

この制度についても一時的なブームかもしれませんけれども、町長が言われたように、

財源収入としては不安定な部分が大いにあろうかと思いますが、しかしながら収入の面ば

かりでなくて、その他いろんな角度から見つめて、この制度も利用最善な利用策があれば

少しでも清里に興味を持たれて寄付をいただくと言ったらちょっと語弊があるわけですけ

ども、その特産品のＰＲも兼ね備えた中での事業展開もやっぱり必要かなと感じていると

ころであります。 

最後にじゃがいも焼酎についてお伺いをしたいと思います。今回製造の始まりから４０

周年を迎える。それにあたってデザイナー、それから大学教授のご支援協力をいただきな

がら容器の開発。そういった部分について、２５年度から取り組んでこられたわけであり

まして、今年度この新装販売に至ったわけであります。そういった中で瓶が間に合わなか

ったとか、そういった部分もあったわけでありますけども、やはり瓶を変えただけでは、

大した変わりがないと思うんです。瓶が珍しいうちはちょっと販売も増えるのか知れない。

そこら辺で昨年でしたか。女満別空港に看板を設置して、これらも考えてみたら遅いんで

すよね。もっと早くにこうするべきかなと。そんなふうにも感じているわけです。やっぱ

り４０周年を節目とした取組。まず町長の心意気というか焼酎に向けた考え、まずお伺い

したいと思います。 

 

○畠山委員長 

町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

きよさと焼酎の販売の問題でありますが、議員さんの方よりありましたように、きよさ

と焼酎４０年という大きな節目を迎えようといたしております。全国の一村一品運動に先

駆けて、清里が取り組みを始めたわけでありまして、当時もつくったときは、北海道の焼

酎っていうのはみんな甲類でしたんで、乙類で焼酎をつくるのは初めての試みでありまし

たら幻の焼酎というようなことで、すごく数量も限定されていましたし、すごく貴重品扱

いをされました。その一定の数量が製造され、そしてまた他のメーカーの方々も、清里で

やれるとなればということでどんどんと参入されてきたというようなことがありました。

中に２回ほどブームもあったのですが、その時は一時ガーッと上がるんですが、やっぱり

もとの位置に徐々に戻って、繰り返しであったわけで、この４０年捉えてみると、厳しい

中よく頑張ってきたなというような思いをいたしているところであります。 

そうしたところに今般新しいデザインということで、この４０年を期して頑張ってみよ

うというようなことで、皆さんとも御相談をさせていただき、新デザインでの発売に乗り

出したわけでございます。そうした中で本来であれば販売競争力とあわせて一緒にスター

トが出来れば良かったわけですが、そこら辺いろんな部分で製品も同時発売ができなかっ

たというような部分もございました。私にとっても残気に絶えないところでございますが、

それは現実として、しっかりと受け止めながら、次の対応を考えていかなきゃならんだろ

うというふうに思っております。いずれにしても、この４０年というのを一つの節目にし

ながら、名実ともに町民の皆さんが本当に自慢のできる、誇れる清里の特産品の一品とし
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て、しっかりと育てていくことが、我々の使命であるというふうに理解をしているところ

でありますので、そうした意味合いにおいて、道内はもとより、全国へ販売が出来ればと

いうような思いでいるところでもございます。これからも課題はもう山積するばかりであ

りますけども、１つずつクリアをしながらそうした自信を持って進めていける、そんな製

品になることを目指して、職員ともども頑張ってまいる所存でありますので、ご理解を賜

りたいというふうに思うところであります。以上で終わります。 

 

○畠山委員長 

田中委員。 

 

○田中委員 

 ただ今、ご答弁をいただいた中で、私も記憶に残っているわけでありますけども、当初

はなかなか焼酎が買えなかったというようなときもあったような気がするわけで、そうい

った中で４０年間この焼酎を守ってきた。いろんな経費、費用労力部分かかってきたわけ

であります。そういった中で焼酎に携わってきた方々には本当に御苦労があったと思って

いるところであります。 

そういった中で、町長が言われたように、やはり４０年経って、これは清里の自信のあ

る焼酎、やっぱり誇りとして守っていくという意気込み。そういった中で今回、色々な部

分であったわけでありますけれども、やっぱり町の入り口だとかに清里はじゃがいもとそ

の焼酎の町だよっていう目立つ看板だとかがあってもいいのかな。４０年間経過したわけ

でありますけどもかなり町民に浸透されまして、愛好者もこう増えているわけであります。

しかしながらまだちょっと物足りないような気もするところもあるわけで、やはり今後と

も地元の人間が、これはもう絶対どこにも負けないよと町民が言ってくれる。そういった

焼酎作り。今後そこら辺をどうつくっていくのか、育てていくのか。第一に味は重要であ

りますけども、やはりコマーシャルの時代。全体的にそのどういった方法で売っていくの

か。ギフトのそういうセットとして売り込んでいくのか。また一般町民が親しんで飲んで、

そういう力の入れ具合。今回やっぱり４０周年、節目４５年、５０年経ってもだらだらと

売れないということで、その色んな努力も必要ですけども、今回多少のリスクを背負って、

強い気持ちを込めた販売戦略方法も必要なのかなとそんな気がするところであります。そ

ういったことで、町長のお考えがこうやってやってくんだとそうような考えがあれば、お

聞かせ願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎のＰＲ、販売ということでございますが、基本的に職員体制も少しずつ充実をさせ

ておりますし、またグループ制という中でも、観光商工の方とも合わせた中で進めてきて

いるということでありますが、これだけでは、簡単には販売力の強化ということにはなら

ないというふうに理解をしております。当然担当の職員はもちろんでありますけども一般
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の職員の皆さんにおいても、やはり我が町の自慢のできる焼酎なんだということを職員全

体がそういう意識になってもらわなきゃというふうに思っておりますから、当然職員研修

というのは毎年繰り返されてきておりますんで、そういう中においてもそういうセールス

をどうやったら良いんだという部分も含めた中の職員研修というものも、検討していきた

いなというふうに思っておりますし、また職員だけが踏ん張っているからいいかと言って

も中々そうはならんと。多くの町民の皆さんと一緒になってそういう活動をしていくとい

うことがより重要になってくるというふうに思っておりますから、焼酎のブランド化の報

告書の中にもありましたように、ブランド化のための委員会なり、事務局なり、そういう

ものを町民の皆さんと一緒になって考えていける場所をしっかりと求めていきたいという

ふうに考えている次第でもございますんで、そういう中で少しでも前向きなＰＲ宣伝活動

ができればというふうに思っております。また基本的に販売の仕方ですけども、このあた

りは観光地があちこちにありますんで、いつも観光で来るお客さん方にどう売り込んでい

くかというのも本当に大きな仕事になるんだろうなと思っていますし、それだけではどう

しても不安定なりますから、やはり安定的に愛飲してもらうお客さんをどれだけ増やして

いくかということが重要になってくるんだろうというふうに思っております。これもいろ

んなバイヤーの展示会だとか即売会もありますから、そういう中でそのバイヤーを通じた

販売の仕方とまた直接飲食を扱ってくれている場所もありますんで、そういうところを一

つ一つ足で開拓をしていくということを踏まえながらやっていかなければという思いであ

ります。またこの議会の中でも、以前にも御意見をいただきましたように、地元対応をど

うするんだという部分も大事な課題になってくるというふうに思っておりまして、地元の

飲食店また小売店を通じた中で清里へ来ると…という部分を前面に打ち出せる方法を担当

課の方にも指示をしてございますんで、そこら辺もこれから具体的なものとして詰めてい

きたいというふうに考えているところではありますので、ご理解を賜りたいというふうに

思います。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

焼酎の販売は言われたとおり、地元にどうやってもっと浸透させていくか。もう一番先

にやらなきゃならない問題かと思います。そしてまたその販売について、専門のプロバイ

ヤーって話が出ましたけども、そういった部分についての活用といいますか。そういった

部分も検討が必要かなと思っているところであります。４０周年を節目として、しっかり

と多少のリスクを背負ってでもやるんだといった意気込みで進めていただきたいなと思う

わけであります。時間も結構長く、だらだらとなったわけでありますけれども、私は５項

目について、町長の考えをお聞きしたわけでありますが、私は一番大切なことはやっぱり

町を支えている地域の産業をしっかりとした基盤をどうつくり上げていくのか。そういっ

た中で、しっかりやれば担い手も自然とできてくる。やっぱり担い手づくり。その担い手

を支えるやっぱり支援。そういったものが必要になるのかな。そんなふうに今考えている

ところであります。 
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最後になりますけれども、やっぱり町づくりに対する町長の思い、３年目任期もあと数

カ月となったわけでありますけど、そこらへんについて町長の思いをお聞きし、総括の質

問に代えさせていただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいまの御質問でございます。基本的に町で今掲げているそれぞれの大きな５項目、

これらの目標に向かった町づくりと中には住民参加、健康、子育て、安全・安心、いろん

な課題がありますが、何といってもやはり生活の基盤があってこその政策なんだろうとい

うふうに思っております。生活がままならない、自由にならないと、中々そういうところ

まで思いがめぐっていかないということになるというふうに理解をしております。 

ですから本町の場合においても、基幹産業はもとより、それぞれの産業基盤がございま

す。これはしっかりと地域に根づいて、後継者が育っていくという環境に無ければ、いろ

んな政策を打ってみても、空回りだけしてしまうというようなことになってくるんだろう

というふうに理解をしております。そういった部分を含めて、まずは、まちづくり活性化

そしてそれぞれの産業別の政策について、一つ一つ吟味をしながら対応をしてまいりたい

というふうに考えている次第でもございます。いずれにしても、私も２３年に初当選をさ

せていただき、町政を担わせていただいたところであります。いろんな思いを抱きながら

一つずつ課題整理をしながら、今日を迎えたところでありまして、先ほども申し上げまし

たように大きな時代の波が次から次からと押し寄せているというような実感を持ってござ

います。１つことを進めれば、次の課題が出てくるというようなことでありました。残さ

れた期間、町民みなさんの負託に応えるように最大の努力を職員ともどもしてまいりたい

と考えている次第でございます。そういう中で先ほどから何回も申し上げておりますが町

民の皆さんが本当に清里に住んでいて良かったと実感が出来るようなまちづくりになって

いけばというような思いで取り組んでまいりますので、今後ともご指導御支援を賜ります

よう、よろしくお願いを申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 他ございませんか。無ければ以上で総括審査を終わります。 

これをもちまして、平成２５年度各会計の決算報告審査を終了させていただきます。委

員各位並びに理事者、職員各委員に対し、３日間の審査運営に特段の協力いただきました

ことに対して厚く御礼を申し上げます。審査中に委員会から出されました意見などにつき

ましては、今後十分検討していただき、今後の予算編成にまた行政執行に活かされますよ

う希望いたしまして、審査終了の挨拶といたします。ご協力ありがとうございました。 

 

○畠山委員長 

 ここで、理事者、職員の方は退席願います。 
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○畠山委員長 

 引き続き審査を行います。ここで、認定第１号 平成２５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２５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２６年９月１８日、１９日、２４日の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２５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

いても、健全財政が堅持されており、今後についても安定的な財政運営に努めていただき

たい。年々削減される地方交付税や自主財源の確保が難しい中、町税収納率が毎年向上し

ていることに対し、その努力と実績について評価いたします。引き続き地方自治の本旨に

基づき、住民の福祉増進のため、第５次清里町総合計画に掲げる諸施策を、計画的に推進

されるように要望いたします。 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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。 

 

○畠山委員長 

 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） 

○畠山委員長 

 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２５年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第７号 
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平成２５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） 

○畠山委員長 

 挙手全員であります。 

 したがって、認定第１号 平成２５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２５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 ３時００分） 


