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第９回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年９月８日（月） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時１０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①平成２５年度財政健全化判断比率及び資金不足比率について 

  ②平成２６年度一般会計補正予算（第３号）の概要について 

  ③平成２６年度一般会計補正予算（総務課所管分）について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

  ②第３７回斜里岳ロードレース大会について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■企画財政Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■総務Ｇ総括主査    宮津 貴司    ■企画財政Ｇ総括主査  泉井 健志 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    伊藤 浩幸 

 ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚     
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第９回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

おはようございます。最初に１番町からの協議報告事項ということで、総務課３点ございます。

説明をお願いします。はい、課長。 

 

○総務課長 

 総務課から３点の協議報告がございます。１点目は、２５年度の財政健全化判断比率及び資金

不足比率について。２点目は、２６年度の一般会計補正予算。３点目は、それにまつわる総務課

所管の補正予算についてです。１点目の健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、担当で

あります泉井主査の方から説明申し上げます。 

 

○畠山委員長 

 はい、主査。お願いします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは私の方から、平成２５年度の健全化判断比率及び資金不足比率の状況につきましてご

説明を申し上げます。１ページになります。 

この件に関しましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、議会に報告

するものであります。また同法第３条第１項の規定におきましては、毎年度において前年度の決

算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、及び将来負

担比率、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を

付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ公表しなければならないとするものであります。

また同法第２２条第１項におきましては、公営企業を経営する地方公共団体の長は、同じく資金

不足比率について、議会への報告及び公表をしなければならないとしております。 

本町における健全化判断比率につきましては、１ページの上段の表になりますが、４つの比率

のうち一般会計等における、実質赤字比率、及び特別会計を含めた連結実質赤字比率はともに黒

字決算となっておりますので、比率については決算上、数値は入ってきておりません。また標準

財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す、実質公債比率につきましては、平成２５年
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度は１１．３％で、前年度比、０．８％の減少となっております。また、国の示した長期健全化

基準の２５％、財政再生基準の３５％をそれぞれ大きく下回っている状況にあります。また債務

負担や一般会計以外の会計の地方債償還負担見込み等含めた負担比率を示す、将来負担比率につ

きましては、債務負担行為負担見込み額及び地方債、残高額が減少していることなどから、昨年

度より数値については発生しておりません。最後に中段にございます資金不足比率ですが公営企

業会計であります簡易水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計につきましては、ともに

収支は黒字となっておりますので比率についての算定上数値は入ってきておりません。 

なお、この健全化判断比率につきましては、現在監査委員の審査に付している状況でございま

して、意見書が提出された後に議会へ報告し、その後ホームページ等で公表することになってご

ざいます。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 はい。①番平成２６年度、財政健全化判断比率及び資金不足比率についていうことで今説明を

いただきました。何かございませんか。無ければ次に移りたいと思いますので。それでは２番は

い、課長。 

 

○総務課長 

 それでは、平成２６年度の一般会計補正予算（第３号）の概要について、私の方から説明させ

ていただきます。２ページをお開き下さい。 

平成２６年度一般会計補正予算第３号につきましては、歳入、歳出につきまして３千２６３万

３千円を追加し、総額を４８億９千７２３万６千円とするものであります。 

歳出の主な内容につきましては、総務費２千１４８万円の補正となっております。マイナンバ

ー制度導入に関わりますシステム改修７３６万３千円が主なものであります。また、レストハウ

ス改修にかかわる基本設計及び実施設計の経費７９５万円を補正するものであります。また都市

圏から地域振興等にかかわる業務を行う青年等を招聘する地域おこし協力隊。この事業を実施の

ための採用にかかわる業務委託のための経費１５８万７千円を補正するものであります。 

また道道拡幅事業で駐車帯の整備に合わせて、町事業として整備する景観スポットの整備にか

かる軽費１２３万６千円を補正するものであります。 

民生費につきましては、２６５万１千円の追加補正でございます。地域活動支援センターの利

用者増かかる委託料１３８万円。それから障害児施設措置費にかかわる国費道費の過年度返納金

８６万７千円及び低年齢保育事業にかかわる遠距離通所補助、これにかかわる経費、補助費、４

０万４千円を追加するものであります。 

衛生費につきましては、国保会計安定のための繰出金。これを２４７万２千円。また予防接種

法改正による水痘、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種のための委託料１４７万１千円であります。

その他最終処分場の機器修繕、健康管理システムの改修、保健センター・老健の備品の購入等々

が主な補正であります。 

農林水産業費につきましては、農地法改正に伴う農地台帳システムの改修経費１００万とんで

２万６千円の補正であり、商工費につきましては、９０万３千円、緑清荘のボイラー修繕と緑の

湯の暖房機具の経費であります。 

教育費につきましては、７２万２千円で図書館のコピー、給食センターのボイラーにかかる経
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費であります。 

歳入につきましては、マイナンバー制にかかわる国庫支出金が６７２万９千円。農地台帳シス

テム改修にかかわる道支出金が１０２万６千円。諸収入では障害者自立支援給付負担金の過年度

追加交付金２４７万４千円、寄附金で１０万円。また地方交付税を２千２３０万４千円と見込み、

合計で３千２６３万３千円の歳入の予算となっております。 

各々の予算の詳細につきましては、それぞれ所管より後段説明がございますので、よろしくお

願いいたします。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２６年度一般会計の補正予算（３号）概要説明いただきました。この関係につい

て何か質問ございませんか。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 民生費の未満児の遠距離通所費の補助事業。これ距離で支払われるのか内容だけ。 

 

○総務課長 

 概要としては緑、札弦地域の１歳、２歳未満児の方の清里保育所まで通園するための交通費と

いうことで、財政では把握しております。詳細、要綱等につきましては、保健福祉の方で後段説

明されると思います。よろしくお願いします。 

 

○畠山委員長 

 はい。他。当初の所管分の関係で聞いていただければというふうに思いますが。それでは続い

て③番の方にお願いいたします。はい、課長。 

 

○総務課長 

 それでは２６年度の総務課所管分の補正予算について主な内容について、説明をそれぞれ担当

主幹及び総括主査より報告申し上げます。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 私の方からは、総務担当で今回補正予算をあげさせていただいております社会保障それから税

番号制度システム及び光ブロードバンド管理運営事業費、この２点についてご説明をさせていた

だきます。 

まず社会保障、税番号制導入に伴う事業でございますが、２８年の１月の対象をめざし、国の

方の主な事業として我が町の整備を行うものでございます。２６年度、２７年度２カ年にわたる

整備を行う予定でございまして、２６年度についてはお示しのとおり、住民記録システム、税シ

ステム、宛名システムのシステム改修を行うものであります。財源はそのほとんどが国庫支出金

で賄われることでございまして、一般財源としてあげてございます６３万４千円につきましては、

後年地方交付税で賄われる予定でございます。ですので、財源的には最終的には、全額国庫負担

というような財源となってございます。 

続きまして、光ブロードバンド管理運営事業費でございます。道路拡張工事に伴いまして北電
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柱に我々の光ファイバーを強化させていただいております。住民の皆さんの道路拡幅それから道

の事業等に伴いまして、それらの移設が必要になったという事でございまして、およそ１１カ所

ほど移設を予定してございます。その費用の補正額でございます。２７２万３千円計上させてい

ただきたいと思います。以上で終わります。はい。 

 

○畠山委員長 

 はい、主幹。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 それでは私の方から企画担当部門につきまして、補正説明をさせていただきたいというふうに

思います。 

同じく３ぺージの２つ目、レストハウス改修工事設計業務委託事業でございます。この件に関

しましては、７月の常任委員会におきまして、現在のレストハウスにつきまして建物の中央部分

を中心に一部残し改修し、今までのレストハウスとは意味合いの違う１０個のコンセプトを活か

した機能を持たせ、新たな建物を建築すべく説明をさせていただいたところでございます。改め

て簡単ですけども、コンセプトにつきまして説明させていただきたいというふうに思います。 

観光、各種の体験、移住等の全般的なインフォメーションできる機能。そういったものを軸と

して、近接する焼酎工場との関係から焼酎をＰＲしながら販売できる機能や六次化産業を後押し

できる機能。またはミニイベントが行える機能や幼い子供たちとお母さんがまたは町民の皆さん

が気軽に憩える場の機能を持たせたいというふうにご説明をさせていただいたところでございま

す。情報観光振興的、地域振興的機能を持ち合わせた施設をつくっていきたいというふうに考え

てございます。 

設計に係るスケジュールについてでありますけども、５ページをお開きいただきたいと思いま

す。このスケジュールにつきましては、あくまでも予定ということでありますけども１０月下旬

には基本プランの作成を皮切りに、関係機関の意見を聴取してまいりたいというふうに思ってお

ります。部内会議等も行いまして年内２回程度、常任委員会におきまして議員の皆さんと協議報

告をさせて頂きたいというふうに考えております。それらを踏まえて、年を明けまして本格的な

実施設計に入っていきたいと考えております。今のところ３月下旬には設計を完了させて、２７

年度の工事着工に向けて準備を進めていきたいというふうに考えております。３ページにお戻り

いただきたいと思います。それらの費用につきまして７９５万円の基本設計、実施設計を含めた

設計費を計上していきたいというふうに考えております。 

続きまして、町政要覧増刷事業でございます。現在町政要覧につきましては、６９部しか無く、

来年夏ぐらいまで間に合うように２００部を増刷するものでありまして、１８万１千円を計上す

るものでございます。 

続きまして３ページの一番下。地域おこし協力隊募集採用選考業務委託事業でございます。改

めて、この制度につきまして簡単に説明をさせていただきたいというふうに思います。６ページ

お開きいただきながらお聞きいただきたいというふうに思います。本事業につきましては、地方

自治体が、都市住民を受け入れ、地域おこし活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援等、

地域協力活動に従事してもらい、合わせて定住定着を図りながら、地域の活性化に貢献する事業

でございます。本町におきましても移住定住の支援や自然体験プログラムを確立し、提供さらに
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は六次化や地場産品の開発ＰＲを進める人材の登用。さらには地域福祉地域コミュニティーの振

興が図れるような人材の登用をコンセプトに見込んでおります。人員につきましては、住居等の

関係もあり２名程度予定をしておりますけども人材によって素晴らしい人材がいれば、また適す

る人材が見込めなければ前後する可能性がございます。なお、雇用形態につきましては、非常勤

職員の位置づけの方向で考えております。募集時期でありますけども１１月中旬くらいからを目

途として１月中旬には採用決定をしたいというふうに考えております。なお国の補助の関係であ

りますけども６ページ記載のとおり、今回募集に関わる費用として、いわゆる賃金報酬として一

人当たり年間２００万。協力隊の活動費として一人当たり年間２００万円が特別交付税として補

填されることとなります。今回の補正の中身でありますけども、３ページにお戻りいただきたい

というふうに思います。求人広告の作成、それからコンセプトを明確にする費用などに２０万円。

求人広告掲載費として５５万円。ウエーブテストいわゆる人材適性テストに係る費用として８万

円。採用選考に係る全般的なコンサルタント費用等で３０万円。面接旅費等含めて１５８万７千

円を計上するものでございます。なお先ほども申し上げましたように、この費用につきましては、

今年度特別交付税で２００万円の上限の範囲内で補填されることになります。 

最後に４ページ、一番上段の部分をご覧下さい。北海道暮らしフェア参加事業でございます。

本町の移住定住事業をより推進させるため、多くの移住定住に興味のある方をお越しいただける

ように北海道暮らしフェア大阪会場に参加するものでございます。補正費用につきましては、来

場者記念品として５万７千円。出店経費として１５万円。セミナー開催経費として４万３千円。

職員旅費として８万９千２００円、合計３４万円を計上するものでございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ３番、２６年度の一般会計補正予算、総務課の方に説明をいただきました。何かありますか。

はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 レストハウス改修設計事務。概要について改めて説明があったわけですが、基本的に観光やそ

ういう事を主体にいろんなことをしようと言われているわけですが、その内容は現状としていろ

んな形で十分に行われている内容であり、焼酎工場の焼酎の展示や販売もと言いながら、焼酎工

場ではすでに売られている。 

前回の委員会で提案された項目は、非常に大切なことばっかり書いてあるんです。でも今、こ

れからの清里を踏まえたまちづくりの中でレストハウスのあの場所でやらないとできないことな

のか。そうではなくてもう一度原点に戻って観光やそういうものについてはコミットを十分に、

例えば増改築するなり、もっと人が寄りやすいようにするなり、焼酎工場に関しても、上の売店

コーナーやスペースをもっとリニューアルして、本当に相応しくするなり。 

私はレストハウスの今回の改修に関しては、トイレだけオープンにすべき。基本的にどういう

内容にするかの論議をすることよりもオープンなトイレだけ必要だというふうに理解をしており

ます。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長 
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○総務課長 

 当然今までの施設の在り方について、また今まで持っていた機能も含めて、プラス様々な機能

また施設の必要性。あのロケーションでの施設の必要性を鑑みた中で、今回の提案申し上げまし

た機能を中心とした改修をしていきたいということでの考え方でありますので、旧施設のところ

にトイレだけをという考え方はないということで、ご理解願いたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

今、加藤委員の方からは方向性が大事であるという話をされたんですけども、７月にレストハ

ウス方向性についてということで委員会では出されたんですけども、私が思うには任期の４年の

うちの３年半が過ぎた今、現在次期の予算を伴うような政策的予算を提出してくるっていうこと

自体が根本的にちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんですが。当然２７年度の当初予

算の中に折り込まれてくるのかなというふうに思うんですけども。やっぱり当初予算というのは

骨格予算となって進んでいくわけですから、来年の統一地方選挙が終わった後に、これは新しい

町長が、議会に対してそういった問題を委ねられるべきだというふうに私思うんですけども。 

以前パパスの時も、平成２３年の地方選挙の前に２２年度にそういった方法で出されるという

ことを議会として拒否したという話も聞いていますので、これと似たような事案じゃないかなと

いうふうに思うんですけども、いかかですか。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 当然設計の本体の工事につきましては、当初予算ではございません。統一地方選挙後の補正予

算でたぶん上程されるというふうに考えております。ですから、委員ご指摘の２７年度の当初予

算で、工事費の予算上程は無いのかなというふうに思っております。ただ御案内のとおり、あそ

この施設、あの時点であの施設が閉鎖されたのは去年です。２５年の６月でございます。その時

点から町長も述べているように、早急にこの地域エリアの重要性に鑑みて、早急に方向性を出し

ていかなければならないという結論の中での今回の基本設計なり、実績にかかわる経費の基盤の

上程だということでございます。一定の方向性を出すということと、２７年度の統一地方選挙の

ことと絡めて考えると、中々私どもとしては、お答しかねる実態のところと考えております。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 これ、来年になって町長変わったらこの問題しませんよと言ったら、わかんないですけど。町

長だって早期に解決しなきゃならないっていう話は、前からしてたんですよ。この問題は。とい
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うのは、昨年の１２月本会議の時に、田中副議長がレストハウスのことに関して質問した時に、

本年度中に何とか解決したいという発言をしているんですよ。それがいつの間にか６月までに何

とか見出したいというふうに変わったんですよ。それで今ですよ。早急に解決したいと言ってい

ながら、全然進んでなかったんですよ。こういうことってほんとにスピーディーにどんどんどん

どんやらなければ建物自体もだめになっていくし、あのエリアが忘れられちゃうんです。早い話

が。政策的にどういうふうに考えているのかということを、やっぱり根本的にやっぱり明確に打

ち出してこなかったら進みませんよ。委員会で何ぼやったって。 

 

○畠山委員長 

 委員長。はい、課長。 

 

○総務課長 

 今議論の経過を見ているところでありますが、御案内のとおり、平成２５年度中に建物含めた

形での結論を出すといった理解ではございません。委員会の経過について、役場庁内の企画委員

会なりの協議を踏まえ、また町民サイド、関係団体関係機関の方からも御意見、調査も含め、そ

れをもって常任委員会に機能等の提案を申し上げ、そして方向性を出していくという結論の結果

が、今回の今後に向けての基本設計、あるいはまた実施設計を含めた形での７９５万円の予算上

程であると、設計費の予算上程であるというふうに私どもは踏まえて先も説明したところであり

ます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 確かにそうです。そこまで基本設計で仮に進めるんであったとしたら、実際これを改修して、

維持費にどれだけかかるんですか。１カ月間開けるんですか。年間開けるんですか。町民やいろ

んなサイドから話を聞いたのは、よくわかりますよ。誰もそういうことに反対する人はいなかっ

たかもしれません。でもその事業の建物を造って運営をしていく。これに年間どれだけの予算が

かかってくのか。あるいはそれらに対する物品やいろんなことが出てくるわけですよ。そのこと

よりも前回示されたあるいは今提案されました清里の観光の中心のコンセプトの観光の良いとこ

ろとして打ち出していきたい。建物じゃないんですよ、中身なんですよ。そのソフト面にどれだ

け投資をしていくか。どういう企画を持ってやっていくのか。だからこそあそこが必要だって、

発想になってこないとだめなんですよ。六次化の話、六次化は町でそれぞれ助成をして、いろん

な形の中で補助金を出して進めているじゃないですか。そのことよりも人口が４千になろうとし

ていて、町の空洞化が叫ばれている時に中心をどうやって活用していくのか。ここに係る維持費

を、そういうソフト面にもっともっとかけていくべきだ。だから１度あそこはトイレだけにしち

ゃってですね、そして２年、３年ソフトの事業展開をして、そしてやっぱりこの場所にこういう

環境のものがあった方が良いですよねってなった時にすべきなんですよ。レストハウスを維持す

るための論議じゃないんですよ。この町を今後どうしていくかなんですよ。札弦の道の駅に影響

がないように、商工会に影響がないように。そしてレストハウスの中で、独自性を出してやって
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いく。そんなすばらしいことをどうやってやるんですか。毎年どれだけの維持費をかけるんです

か。このへんについてだけ、ちょっとお伺いしておきます。委員長。はい。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 そのへんの維持費なり、運営経費なりにつきましては、今後の基本設計のコンセプトの中で関

連として出てくるのものだと思っております。今施設の機能の考え方のみでは、加藤委員がおっ

しゃる今後の施設の雰囲気等々の詳細までには至ってこないのかなと思っております。これは基

本設計なりの実施設計の中ではっきりしてくるのかなというふうに思っております。また委員御

指摘の市街地の空洞化なり、また地域振興なり非常に重要なことだと思っております。併せて検

討していかなければいけない、重要な課題かなというふうには考えております。 

 

○加藤委員 

 同時並行でやるとしたらその具体的案はどういう形でやってくのですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○総務課長 

 課長。具体的には基本設計を行っていく中で、提案していきたいというふうに考えています。 

 

○加藤委員 

 レストハウスの方向性でなくて、町の空洞化やこれからの町づくり、住民の福祉サービス。こ

の辺の充実を本当に図っていくのに、どうなのかってこと。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 重要な案件かなと思っております。決してそれをないがしろにして、一つの事業を進めていこ

うというふうには思っておりません。これについても、議会なり所管委員会なりと、十分に詰め

ていかなければならないと思っておりますので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 お２方の御意見。他の御意見をお聞きしたいというふうに思います。はい。 

 

○池下委員 

 やはりですね、今加藤委員が言ったように、あそこのエリアっていうのは、町長も最も大事で
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あるというふうに言っているんですよ。点から線へと、面へとつながるような政策を考えていき

たいって。２５年度中に結論を出していきたいと言っていたけども、実際には出してこなかった。

だけどやっぱりあそこのエリアのことだけじゃなくて、町全体のことを考えてどうするのかって

構想がしっかりないと。そんな先に建物をどうするこうするとかっていう話じゃないですよ。昼

から議員協議会があるんで、そこで話させていただきます。 

 

○畠山委員長 

 とりあえず議員協議会があるので、そこらへん議題が出るか出ないかわからないわけでありま

すけども当然委員会の中で、各々意見を伝えてもらわなければ。この委員会、二人だけでまとま

るわけにいかないんで。皆さんがそういう考え方だということを執行者側に理解していただくか

どうかという部分しかないんです。皆さんの意見を十分に出していただければというふうに思っ

ていますが。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 総務課の方からレストハウスに対しての提案、前回の委員会で町民とのコンセンサス、あるい

はパブリックコメントではないですけども、ある程度の意見集約が提示されてきて、加藤委員が

おっしゃるように、やはりソフト的な入り口から場所をどう活用するのかっていう部分の意見、

これは私も重々わかりますし、今既存の施設トイレと大きなホールありますけども私自身もあそ

こは全くまっさらな形で新しいソフトなりどういうコンセプトでどういう形でっていう絵を描い

て活用するという方向で、私自身も現実考えていました。その中で今利用できるものを活用しな

がらどうしてもソフトを活用するには、ある程度のハードもついてくるというのは現実的かなと

思います。 

ただそこには、これからランニングコストあるいは維持費。これはもう避けて通れない問題で

すから、そこら辺をやはり重々精査しながら、まちづくりの中で活用していただかなければなら

ない。 

そして一番大切なのは、これから５年、１０年後のあそこのあるべき姿を本当に今まで以上に

やはり真剣に討議して、焼酎工場との何ていうかな、ウインウインの関係。お互いが潰し合うよ

うでは、良くないんで。焼酎工場蔵元としての機能をどう活用して、その新しい場所の方策を考

えるか。皆さん、やはり持っている意見は、あそこの場所で、この町としてのいろんな意味の思

い入れじゃなくて、まちづくりの１つの起爆剤という意味がたぶんあるんじゃないかな。でもど

こか違う施設がどうしても縮小ベースになるっていうこと。現実問題、観光協会のそのインフォ

メーションセンターを移すとなると、そこで競合がありますからね。そういうこともやっぱり重

々考えながら、検討しなければならない。そこら辺本当に難しいんで。急ぐ必要あるんですけど

も、そこはやはり第一課題として、重々検討する方向。僕としては活用方法の中ではもっと具現

的な部分が出てくる中で検討していただきたいなと思います。 

 

○総務課長 

 前中委員の中身の検討も含めた形でのじっくりした議論というような中身かなと思うんです

が、これにつきましては先ほど主幹から申したスケジュール中ですね、半年間程度の基本設計の

基本概要のところでですね、協議ができるのかなというふうに思っております。従いまして即、
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実施設計に入っていくような形でございませんので、十分関係団体なり、所管委員会なり、議会

なりとの協議をした中で、そのへんの協議議論ができるのかなというふうに考えております。以

上です。 

 

○畠山委員長 

 あと、他の方でこれに関していいですか。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 これから半年ぐらいをかけて基本設計というような形、協議していくっていうことですけども、

７月の常任委員会の段階で、町からの意見、町民からの意見聴収。あと内部会議も企画委員会の

まとめとして、今報告ありました１０の機能を持ったっていう形のものは、検討段階に入った時

に、改修検討会議の設置というようなことが書かれていて、民間の意見を取り入れながら、実質

的な協議を繰り返すっていう設計スケジュール中にレストハウスの改修検討会議っていうことは

少しも出てきてない。どの部分で設置されて、検討されるのか。 

 

○総務課長 

 お示しした設計スケジュールの中でですね、関係機関協議というのを提示させていただいてお

ります。この辺の期間を想定しております。 

 

○勝又副委員長 

 関係機関協議というのはレストハウスの改修検討会議（仮称）ということで、こういうもの設

置してっていうことなんですね。 

 

○総務課長 

 矢印では二本にしかなっていませんが、この期間内に行っているところでありますので、これ

が１回１回ということは、当然うまく調整もあろうかなと思いますが、そういうことでもないと

いうこともありますので、必要に応じて協議していくという形で考えております。 

 

○勝又副委員長 

 １０月の中旬ぐらいというような形で矢印がありますけど、これぐらいまでにはもう改修検討

会議の設置はされるのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の考え方、プランではそのように考えておりますが、これも、概要と言いますか、基本設計

の上がり具合というような部分もありますけども、努力していきたいというふうに考えておりま

す。一応その検討会議というのが設置されるわけですけど、既にこの町民からの意見だとかは、

聴取されているということの中でまとめております。 
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○勝又副委員長 

実際にその検討会議自体が、民間の意見を取り入れながらという部分では、どのぐらいのもの

が出てきて取り入れられるというような部分がちょっとわからない。基本的にはこれらのものを

まとめあげられたもの、そのことが基本になってくるということで、捉えて良いのかな。 

 

○畠山委員長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

 そのように考えておりますし、またあと施設の細々したデザインというんですか、そういった

部分を含めた形で検討していかなければならないのかなというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 他。なければ協議会あるんで。あと変わった意見があればお聞きをしたいと思います。はい、

澤田委員。 

 

○澤田委員 

 町長の執行方針でもあるって言うんですけど、町長の思い入れは強いと思うんだけど、試行錯

誤で基本設計をやって、出来てみて考えるみたいなことでないかなというような気がします。先

ほどお三方からあったように町のビジョンなりあの地域・あの駐車場を利用した全体の流れとか

そういうものの考えが町長にはあるのか。そのへんも議会なり何なり、協議の反対も賛成もあっ

たりという協議を踏まえていって、これから決断しようかなというような感じに見受けられるん

ですが。 

維持費もろもろ考えていって検討していったら良いかなと思います。多大な維持費をかけて、

どうやっていくのかなという、そのへん時間をかけてやって。設計は設計でやってもいいですけ

ど、直すこともあるのかなという。難しい局面を迎えるのかなというような感じもします。職員

の判断ではできないと思う。議員協議会で町長の意見をまず聞いてからで、結論はそれからでか

ないかなというような感じがします。 

 

○畠山委員長 

 それでは、レストハウスの関係についてはいいですか。はい。あと他。ございませんか。はい。

はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 町政要覧の関係で、無くなったんで増刷するということなんですが、これ全く同じ内容で刷る

のか。あるいは一部内容の修正を入れてくるのか。全く同じ状態で作るというのか。 

 

○総務課長 

 課長。単純に残数がなくなったということで年度内もたないというのがありますので同じ内容

でということで考えております。 
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○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっと先ほどのレストハウスと関連するかもしれないんですけども、いろんなソフトだとか、

中身の構築あるいは検討する時に、今回の地域おこし協力隊という形で人材支援を仰ごうという

形になっているんですけども、仮にこの新しく人材を採用した段階で、レストハウスにおける利

活用の方策の中でその人材を活用していくのかどうか。ちょっとそこ確認なんですけども。ある

いはしないのか。どういう形でこの活用していくっていうのが、ちょっと説明がなかったんです

けど、それについてちょっと。 

 

○総務課長 

想定の中では地域振興なり、観光振興なり、あるいはまた六次化なりというような部分での、

使い勝手と言っちゃおかしいですが、言葉が雑ですけども、そういうことが想定されるようであ

れば、新たな施設での活用もリンクするのかなと考えております。 

 

○畠山委員長 

はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 そういう活用法、アドバイザーとして人材がもし応募してきたら、採用するのかなと。そうい

う形もありかなと思うんですけど、そこら辺ちょっと検討するなり重々腹の中に持っていただか

ないと。そこはちょっとその辺また違う観点の話になるかもしれないですけども。 

 

○総務課長 

はい。まだ個々個別具体的な中身ではございませんが、今前中委員がおっしゃられましたこと

も想定しながらということで、人材の導入を考えております。 

 

○加藤委員 

 関連なんですけども。２名程度っていうんですが、今その使い勝手だとかって色んな事言って

いますが、この町にどの分野の人材を入れようとしているのか。ここが問題なんですよ。それに

合った人を入れないと結果的にどうにもならない。今、この地域おこしの協力隊を２人にするの

は福祉関係にするのか、教育関係にするのか、産業関係にするのか。どういう形で、この２名を

町は、募集しようとしているんですか。 

 

○総務課長 

 基本的には地域振興・観光振興。またこれも相手があるもんですから。大雑把ですが、そんな

ふうに考えております。今言えるのはそういうことです。 
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○加藤委員 

 是非ともですね。この町の今後を踏まえた時に得意分野を伸ばすための部分に強力な人材を選

ぶのか、あるいはこれからのまちづくりの中でここが必要になる部分で、人材を選ぶのか。オー

ルマイティーが一番いいですけど、なかなかオールマイティーは難しいんでね。この２人を採用

するにあたっては、どの分野とどの分野に採用するかをきちっとある程度絞って、ぜひ採用して

いただきたいと思います。 

 

○総務課長 

委員の意見を踏まえながら、今後の事業推進にあたってまいりたいと思っております。 

 

○村尾議長 

 地域おこし協力隊はこれ、ちょっと遅きに期したのかな。もう少し早くからやってほしかった

と思うんですけど。今回予算計上したんですが、やはりこの地域おこし協力隊について、先ほど

それぞれの委員からも言っているように、どこにどうするんだという。やっぱり委員会でもう少

し中身を詰めてから提案してもらわなきゃ。 

それと２名でいいのか。住宅が無いから２名なのか。やっぱりこれは、もう少し早くから、委

員会と詰めて、住宅を直せば４人ぐらい募集したいであるとか、どういう部署に当てはめたいの

でそういう人材を確保していきたいんだとか、委員会ともう少し精力的に詰めた中で出てこない

と。委員会にどういう人が集まりましたという報告じゃなく、やっぱり地域として、どういう人

材が必要なんだということをもう少し詰めてほしいなという気がするね。これは時期が迫ってい

るのか、仕方がないのかもしれないけどもやっぱり所管の提案の仕方が悪いな。やっぱりもう少

し早くにね、地域おこし隊をやりたいけど、どうしたらいいですかっていう提案をしてこなきゃ。

結果ばっかりだもん。 

あえてもう１点、総務課で言っときたいと思いますけども、我々の任期ももうわずかになって

きました。太陽光の問題についても所管の中から取り扱い要綱については、要望が出てるはずで

すが、いまだかつて出来てない。そして果実金で福祉を向上するっていうのは、町長の意見です。

果実金って何だっていう明確に出てきてないわけです。北電に売ったお金は、全部果実金になる

のか。投資した金額はどう回収するんだ。そのへんは、全く出てきてない。これ、残りわずかで

すから、新年度予算になってくるかと思いますけど、心配で心配でこれ、議会を辞められないな

って感じする、本当に。その辺の問題も整理ついてないんじゃないの。やりっぱなしの言いっぱ

なしで終っている。この辺どうですか。 

 

○畠山委員長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

地域おこし協力隊についてはですね。温かい支援のお言葉かなと思いまして、そのへんのご意見

も踏まえながらですね、慎重に対応していきたいと思います。報告すべきことは報告してまいり

たいと思います。早急に、早い段階で。太陽光のことに関してはですね、我々前回のですね、委

員会の中で、一定の方向性について、ご協議申しあげて、ご理解願ったというふうに考えており
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ますので、今後ですね、そういった議長おっしゃる果実金の考え方。使うべき子育て支援、教育、

福祉の考え方、これについてはですね、今後の状況見ながら詰めていきたいと思います。心残り

なところが多々あろうかと思いますが、見守っていただきたいなと私はそういうことではござい

ませんけども、早急な対応をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 同じ関連なんですが、その太陽光５カ年間での実施計画があると思うんですが、これの早期の

見直し、あるいはほんとに実施していくのか。あるいはそれ以外の再生エネルギーの動向、こう

いうものについてギリギリにならないように早急のうちに回答しなさいっていう提示しなさいと

いうふうに言っていたと思うんですがその辺についての経過がどういうふうになっているんでし

ょうか。 

 

○畠山委員長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

現在公共施設の中で、全量売電で実施していくということで、走っているところでありますが

これも今回のスタートした初年度でありますので、そのへんの状況を見ながらということで御理

解願いたいというふうに思っております。提示した施設すべてに関して、行っていくのかいかな

いのか言う部分も含めて、再度委員会等で協議してまいりたいと思います。これが何月になるの

かという部分は、今、個別具体的詳細の話はできませんが、行わなければならないというふうに

は理解しておりますので、よろしくご理解願いたいと思います。 

 

○加藤委員 

 そのことは理解したとしても明年度はどうするんですかと。これはもう押し迫った状態になっ

ているわけです。とりあえずは、来年やってから考えますとかって話じゃなくて基本的にはその

提示をされた中で、明年度どうしていくかという論議がなされないとならないというふうに思う

わけですがその辺、そういう時期的な問題で間に合うということで理解してよろしいですか。 

 

○総務課長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

 そのように考えております。 

 

○畠山委員長 

 他いいですか。それでは、なければ総務課終らさせていただきます。御苦労さまでした。それ

では次に移らせていただきたいというふうに思います。町からの協議報告事項、生涯教育課２点。

一つずつ説明をお願いいたします。 

 



 

- 16 - 

○生涯教育課長 

 生涯教育課からは、まず１点目の２６年度一般会計補正予算生涯教育課所管分についてでござ

います。７ページになります。今回の補正につきましては、備品等の整備ということで図書館及

び給食センターについての補正内容でございます。それぞれ担当より説明させていただきます。 

 

○畠山委員長 

 はい、主幹。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは７ページ、まず一番上の社会教育費・図書館費・図書館更新事業について説明いたし

ます。この図書館更新事業につきましては、図書館で使用しますＡ３データー複合機１台を購入

する経費でございます。この図書館のコピー機でございますけども、今現在の学習センターで使

用していたものを、図書館の方に回して使用してきました。その機械が故障したということで、

今回は更新するということで、Ａ３データー複合機１台単価で４８万６千円を補正するものでご

ざいます。なお、図書館のコピー機につきましては、図書館事務用及び図書館利用者が使用する

コピー機ということでございます。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 はい、総括主査。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 続きまして、給食センターボイラー燃料油種変更事業についてご説明いたします。９款教育費

・５項保健体育費・５目学校給食センター費の給食センターボイラー燃料油種変更事業について

でありますが、昨今の燃料価格の高騰に伴いまして、給食センターの給湯用並びに調理用ボイラ

ーの油種を重油から灯油に変更を行い経費の節減と設備の延命化を図るものであります。 

燃料を重油から灯油に切りかえることによりまして、重油は燃焼不純物が多いこと等からボイ

ラー本体の劣化軽減が図れることと、現在灯油単価につきましては、重油に比べ約７円安く、燃

焼効率はやや落ちるものの年間経費の比較では差額の金額によりまして、およそ２年で事業経費

を回収することができ、長期的には経費節減を図れること等から長期的な延命化を考慮し、切り

替えを行ったものでございます。補正額でございますが、地下燃料タンクや配管等の清掃に１７

万円。２台あるボイラーのノズル交換に２万円。諸経費消費税等含めまして、総額２３万６千円

を補正計上するものでございます。財源につきましては、全額一般財源となってございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 一般会計補正予算生涯教育課所管分について説明をいただきました。何かございますか。なけ

れば次に移させていただきます。②番お願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 資料の８ページからになります。第３７回斜里岳ロードレース大会の関係につきまして、本年
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９月２１日に開催されます。この内容と現在の状況を参加状況等につきまして、ご報告をさせて

いただきます。内容につきましては担当主幹よりご説明いたします。 

 

○畠山委員長 

 主幹。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは８ページをご覧下さい。今課長の方から説明したとおり昨年大幅にリニューアルしま

した斜里ロードレース大会でございますけども、本年につきましては９月２１日に開催をいたし

ます。 

会場ゴール、スタート地点につきましては、生涯学習総合センターでございます。 

参加申し込みの状況ですけども、９ページをご覧下さい。ここに今現在の出場者数を記載して

ございます。表の上に種目番号、種目別、その横ランネットとなっておりますけども、これはイ

ンターネットによる申込みでございます。その横郵便というのが、郵便振替及び町外者の方の持

参による参加者、その横が町内となってございます。 

種目別の参加状況でございますけども、ハーフマラソンの部が１番から４番の種目番号、あわ

せまして２０７人５キロ、種目番号５番から８番が１５９人。３キロメートル番号９番から１０

番が１２３人。２キロメートル種目番号１１・１２小学生低学年でございますが、９４人。１キ

ロメートル親子の部１３番、１４番あわせまして６１人。３キロメートルフリーの部、種目番号

１５番が２０人ということで、エントリー数の合計が６６９人。親子の部が組みですので倍にし

まして、６１人かける２で、参加者総数がこれは枠で囲ってございますが、７３０人となってご

ざいます。なお昨年の参加総数につきましては、エントリー数合計が６５１人、参加者数が６９

８人ということで、昨年より参加者数につきましては、約３０名増えている状況でございます。

道外の参加者については現在のところ１２名ほど参加する予定となってございます。 

８ページに戻りまして、４番の職員、補助役員の状況でございますが、大会役員が１１名、競

技役員が１７４人ということで、体育協会を始め、陸協さん、スポーツ少年団、それから各学校

連合青年団、その他関係団体の協力を得まして競技役員が１７４人。ローカルフード関係者が出

店者、女性会とあわせまして４１人。現在の役員、補助役員のお手伝い状況が１２６名というふ

うになってございます。 

５番のローカルフードのフェスティバルの状況でございますが、会場につきましてはモトエカ

広場で昨年と同じように実施をしていく予定でございます。出店者につきましては町内の飲食店

と観光協会、商工会等のご協力を得まして１０団体が今のところ出店する予定となっております。 

当日の流れにつきましては、ご参考に記載してございますが、１０時スタート予定となってご

ざいます。 

７番の今後のスケジュールにつきまして、全体の役員等あわせました打ち合わせを９月１６日

に開催予定となってございます。以上、簡単ですが説明に代えさせていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 第３７回斜里岳ロードレース大会についての概要を説明していただきました。何かございます
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か。無ければ生涯教育課全般ございませんか。無ければこれで終らさせていただきます。ご苦労

様でした。 

 

○畠山委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 

 

○畠山委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第９回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時１０分） 

 


