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平成２６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２７年 ９月２５日（金） 

  開 会   午前１０時３０分 

    散  会   午後 ３時３５分 

 

 

●出席委員（７名） 

   委 員 長  勝 又 武 司     委  員  河 口   高 

   副委員長  前 中 康 男     委  員  堀 川 哲 男 

   委  員  村 島 健 二     委  員  伊 藤 忠 之 

   委  員  池 下   昇      

 

 

●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       澤本 正弘    総務課参与      本松 昭仁 

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主査    泉井 健志 

  企画財政Ｇ主任        半澤  忍 

  町民課長             河合 雄司    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    山嵜 孝英 

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    三浦 綾美    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主幹      永野  宏 

  農業Ｇ主査      田中 誠之    農業Ｇ主査      藤森 宏樹 

商工観光・林政Ｇ総括主査 樫村 亨子        商工観光・林政Ｇ主査 土井 泰宣 

  焼酎Ｇ総括主査    北川  実    焼酎Ｇ主査      松浦  聡     

農業委員会次長    武山 雄一 

  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 吉田 正彦    上下水道・公住Ｇ主査 荒  一喜 
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  出納室長       溝口 富男 

  教育長        岸本 幸雄    生涯教育課長     伊藤 浩幸 

  生涯教育Ｇ主幹      原田 賢一    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主査    小林 正明 

  消防清里分署長    野呂田成人    庶務係長       小笠原明博 

  救急係長       半澤 孝貴    予防係長       君島 晴男 

  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、委員長であります勝又委員長よりご挨拶申

し上げます。 

 

○勝又委員長 

 おはようございます。 

決算特別委員会の開催にあたり一言ごあいさつ申し上げます。 

このたび私が委員長、前中委員が副委員長として選出され、議事運営という重責を担うこ

とになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

現在、地方自治体を取り巻く環境は少子化、高齢化の急速な進行と情報化等の社会情勢、

経済の状況の著しい変化により社会経済情勢はこれまで以上に目まぐるしい変化をしてい

ます。一向に回復しない経済情勢の中で、我々地方の行財政運営はますます厳しい状態に

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

有効に、より効率的に使っていく工夫と努力がますます求められております。 

本定例町議会に平成２６年度各会計の決算認定が提案され、本日から２９日まで３日間

かけて審査を行うことになりました。御案内のとおり決算審査は議会が決定した予算が適

正に執行されたかどうかを審査し、またその効果を評価するものであり、極めて重要な意

味を持っています。住民のためにどのような仕事をしたか、その仕事の出来高と出来具合

を見るためのものであります。そういう意味において、委員各位の将来の展望に立った建

設的な意見と理事者側の明快な答弁をいただきたいと思います。３日間議員各位、そして

理事者各位に特段のご協力をいただきますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。

よろしくお願いいたします。 

 

 

（開会 午前１０時３４分） 
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●開会宣告 

○勝又委員長 

 これより、平成２６年度各会計の決算審査を行います。 

 審査の日程、進め方について、事務局長に説明させます。 

 

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 平成２６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２９日までの３日間といたします。第１日目の本日

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

内容の説明の審査を行います。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。 

 

○勝又委員長 

 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２６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～ 

 

○勝又委員長 

 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） 

○勝又委員長 

 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。 

この度、審査をお願いいたします平成２６年度の会計につきましては、一般会計及び６

特別会計併せて歳入総額６７億８千５０６万９千円、歳出総額では６５億１千７１１万２

千円の決算額となっております。 

各分野における主な新規及び主要事業といたしましては、道路防犯灯公共施設、太陽光
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発電システムの整備事業、清掃センター長寿命化整備事業、クリーンセンター改修事業、

粗大ごみ切断施設整備事業、未満児保育の年齢引き下げにかかるところの清里町保育所の

改修整備、町民プールの改築事業、社会保障全般の制度システムの投入整備、公営住宅の

建設事業、消防救急無線デジタル化整備事業などを実施させていただきました。さらに継

続事業では、戸籍事務電算化システムの導入事業、清里地区道営畑地帯総合土地改良事業

及び多面的機能支払交付金事業４線道路の改良舗装事業などについても実施させていただ

いておりますが、各大型事業につきましては補助金及び交付金事業により、事業を実施さ

せていただいたものでございます。 

また町の単独事業として、継続実施をいたしております新店舗等出店支援事業や住宅リ

フォーム支援事業、商工会で実施がされております商工振興事業に加え、プレミアム商品

券の拡充支援、店舗等改修支援事業などの商店街活性化に係る事業や救急医療体制づくり

事業、インフルエンザ・水ぼうそうワクチン等の予防接種事業、清里高校の新入学制の入

学時支援事業や海外派遣研修事業、高校生の進学のための入学資金貸付制度の創出、小学

校の多人数学級への教員及び支援員の配置、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事業とした医療費の中学生までの無償化、第２子以降の保育幼稚

園料の保護者負担の軽減対策などや公共施設の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事業などについて事業を実施させてい

ただきました。 

また新規の事業といたしましては、子育て健康支援としてロタウィルスワクチン予防接

種事業、学校給食費の保護者負担の軽減対策、高齢者を対象とした光テレビ電話健康相談

事業、低所得高齢者などへの暖房費等の支援事業、高齢者の見守り施設としてのケアハウ

スの整備に係る調査にかかわる事業。さらには国の制度であります臨時福祉給付金並びに

子育て世代への臨時特例給付金事業についても実施をさせていただくことが出来たところ

でございます。 

また年度末には、町内事業者への現に発注に限定をいたしました平成２７年度へのつな

ぎ経済対策事業の実施をさせていただきましたし、新たに創生されました、まち・ひと・

しごと創生法に基づく消費喚起型事業としての地域振興券並びにふるさと会会員向けのプ

レミアム商品券の発行事業や先行型事業としての神の子池の木道整備、庭園のまちづくり

事業への明許繰越事業での採択をいただいておりますし、各分野にわたる所要の事業につ

きましても、計画どおりに実行させていただくことができました。これも一重に、議員各

位並びに町民皆さんの御指導・ご理解の賜物ございました。心より感謝とお礼を申し上げ

る次第でございます。 

また、監査委員さんにおかれましては、８月の１２日から９月の４日までの長期間にわ

たり、時節柄極めてお忙しい中を、全７会計にわたり歳入歳出決算審査を実施していただ

き、誠にありがとうございました。この間のご労苦に対して、衷心より厚く御礼申し上げ

得るところであります。 

平成２６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、そしてシリアやイラクなど中東諸国の国内に紛争とイ

スラム国による紛争が長びき、極めて不安定な状況となっておりますし、ロシアによるウ

クライナ戦争への介入、南沙諸島の領有権問題と、国際的対応のもとで早急に解決をしな



5 

ければならない課題が山積をいたしております。一方国内の経済は、穏やかな改善傾向を

示しているとのことではありますが、現状は、相次ぐ台風などの気象災害、地震や火山等

の自然災害による甚大な被害と東日本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、さらには中国経済の深刻な状況と新興国経済の低迷、そして TPP

交渉の行方など予断の許さない多難の課題を抱えておりまして、当面は厳しい状況が続い

ていくものとそのように判断をするところでもございます。 

国におきましては、こうした状況を早急に改善するために日本経済と財政の立て直しを

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

による財政再建と経済の好循環による景気の回復を一段と進める、そうした対応の中から

昨年末には、地方創生会議により消滅する自治体の衝撃的レポートの発表に合わせて、ま

ち・ひと・しごとの創生法が施行されたところでございました。人口減少の克服策として、

地方の新しい人の流れをつくる・若い世代の結婚、出産、子育ての希望を実現させる・地

域の特性に即した地域課題の解決などを政策の基本目標に定め、効果的で実践的な施設に

は交付金で支援をするとした総合戦略の策定が全市町村に求められているところでもござ

います。 

私は町政の執行にあたりまして、このような情勢を的確に捉え、第５次清里町総合計画

に掲げた本町の理想の将来像であります「人との自然がともに輝き、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、この４月の選挙で多くの町民の

皆さんからいただいた御支援、御支持と寄せられた負託に対ししっかりと答え、清里町の

新たな歴史をつくるために全力を傾注してまいる所存でございます。また第５次清里町総

合計画の後期５ヵ年計画並びにまち・ひと・しごと地方創生総合戦略の実効性と行政課題

を解決するために、引き続き各種政策の効率的、効果的な実施に努めるとともに、健全財

政の堅持に努めてまいる所存でございます。 

最後になりましたが、これより勝又決算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となりますが、議員各位におかれましては、よろしくご審議

を行いますようお願いを申し上げ挨拶とさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 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） 

 

○勝又委員長 

ここで昼食のため午後１時まで休憩といたします。なお休憩後、各会計の内容説明から

入りたいと思います。 

 

休憩  午前１１時４９分 

再開  午後 １時００分 
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○勝又委員長 

 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（澤本正弘君） 

 平成２６年度各会計の決算審査にあたり、各決算内容についてご説明申し上げます。説

明に先立ち、提出いたしております資料の確認をお願いいたします。 

 決算書につきましては、一般会計及び特別会計の２冊となっており、斜里地区消防組合

清里分署決算書につきましては、特別会計の最後に編纂しております。 

 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。また、「清

里町各会計歳入歳出決算説明書」と「主要な施策の成果を説明する書類」を併せて提出い

たしております。 

 なお、決算審査意見報告が代表監査より行われておりますので、できる限り要点のみの

説明とさせていただくことを、ご了承いただきたいと存じます。 

 それでは、会計別決算の総括並びに一般会計決算について、ご説明申し上げますので、「平

成２６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

ージをお開き下さい。 

 平成２６年度会計別決算総括表についてご説明いたします。 

 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６７億４千６９１万１

千円に対し、決算額は６７億８千５０６万９千円であり、執行率は１００．５６％となっ

ております。歳出につきましては、決算額が６５億１千７１１万２千円であり、執行率は

９６．５９％であります。なお、歳入歳出差引残高は２億６千７９５万７千円となってご

ざいます。 

 昨年度の決算額と比較しますと、平成２５年度の歳入が６７億８千３４０万７千円、歳

出は６５億５千５１４万６千円であり、歳入では１６６万２千円の増、歳出で３千８０３

万４千円の減となっております。 

 会計別では前年度決算額との比較において、歳出ベースで一般会計が２千２０万７千円

の減となっているほか、介護保険特別会計が１千５４９万円の増、国民健康保険事業特別

会計が４千２８７万１千円の減、農業集落排水事業特別会計が７６１万３千円の減、焼酎

事業特別会計が１千３３２万５千円の増であり、他の２特別会計、後期高齢者医療特別会

計、簡易水道事業特別会計は、ほぼ前年度並みの決算となってございます。 

 続いて、一般会計決算の状況についてご説明をいたしますので、３ページをお開き下さ

い。 

 平成２６年度の歳入総額は５３億３千１０２万２千円であり、歳出総額は５０億８千１

９１万円、歳入歳出差引額は２億４千９１１万２千円となっており、翌年度へ繰越しすべ

き財源は、繰越明許費の５千７５５万７千円であり、実質収支額は１億９千１５５万５千

円となっております。当該年度実質収支から前年度実質収支を差し引いた、単年度収支に

ついては、プラス５千３５９万６千円でございます。 

 ４ページをお開き下さい。一般会計の款別決算額調べの歳入についてご説明いたします。 
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 下段合計欄をご覧下さい。調定額は、５３億３千９８４万５千円、収入済額は５３億３

千１０２万２千円であり、不納欠損額は４１万７千円、収入未済額は８４０万６千円とな

っております。前年度との比較ではいずれも増となってございます。 

 不納欠損につきましては、町税が４１万６千円であり、その内町民税が１９万円、固定

資産税が２２万６千円の内訳になってございます。また、使用料及び手数料が１千円であ

り、内訳は税務督促手数料でございます。 

 収入未済額につきましては、町税が６７６万円であり、その内、町民税が３１３万８千

円、固定資産税が３６０万円、軽自動車税２万４千円となってございます。また、使用料

及び手数料の収入未済額は、住宅使用料１６２万７千円及び税務督促手数料１万１千円、

住宅督促手数料８千円であります。 

 予算現額に対する増減額は３千１５４万８千円の増であり、収入割合は予算現額に対し

１００．６％、調定額に対しては９９．８％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４８．７％、町債が１２．８％、町税が８．４％、諸収入が７．４％、

道支出金５．５％、国庫支出金が４．６％となってございます。５ページをご覧下さい。 

 歳出の款別調べについて合計欄で説明いたします。予算現額５２億９千９４７万４千円

に対し、支出済額５０億８千１９１万円で、翌年度繰越金が５千７５５万７千円であり、

不用額は１億６千万７千円となっております。執行割合は予算額に対し、９５．９％であ

ります。 

 翌年度繰越額の内訳は、総務費の「花と緑と交流のまちづくり事業」に８１０万１千円、

「地域振興対策事業」に４千６８５万６千円、衛生費の「農業集落排水事業特別会計繰出

金事業」に２６０万円となっております。 

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

異的なこととしては、再生可能エネルギー導入促進事業及び国の地域消費喚起・生活支援

型交付金を活用した地域振興対策事業並びに町民プール建設事業が挙げられます。 

 各科目不用額の主なものにつきましてご説明いたします。総務費につきましては、職員

給与費の職員手当・共済費等、一般管理費の需用費、自治振興費の負担金及び交付金、総

合庁舎管理費の需用費、地域振興費の委託料が主な要因であります。 

 民生費につきましては、各種扶助費と給付費、福祉サービス事業費及び老人福祉費の委

託料が主な要因でございます。 

 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が主な要因であり、

農林水産業費及び商工費につきましては、各負担金補助及び交付金が主な要因でございま

す。 

 土木費につきましては、道路橋梁費の委託料、住宅管理費の負担金補助及び交付金、住

宅建設費の工事請負費が主な要因であります。 

 消防費につきましては、繰越事業であります消防デジタル無線整備工事費にかかる負担

金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、学校教育費及び学校

給食センター費の需用費が主な要因であります。 

 公債費につきましては、償還金利子及び割引料の一時借入金が主な要因であります。 

 ６ページをお開き下さい。歳入の性質別財源構成比較表について説明いたします。 
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 歳入の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、特定財源と一般財源に分類を行っているところであります。 

 平成２６年度決算額５３億３千１０２万２千円の内、地方交付税等の依存財源は３９億

７千６１７万３千円で構成比は７４．６％であり、町税等の自主財源は、１３億５千４８

４万９千円で２５．４％の構成比となっております。特定財源につきましては、１７億３

千９７１万１千円で構成比は３２．６％、一般財源は３５億９千１３１万１千円で構成比

６７．４％となっております。 

 平成２５年度との比較では、依存財源が５千５８万１千円の増となっており、町民プー

ル等大型公共事業の実施による町債の増が主な要因であります。また、一般財源７．６％

の減であり、基金からの繰り入れの減が主な要因であります。７ページをご覧下さい。 

 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。合計欄で説明いたし

ます。 

 平成２６年度の決算時における財源内訳は、特定財源が１６億３千３４７万６千円であ

り構成比は３２．１％、一般財源は３４億４千８４３万４千円で構成比は６７．９％とな

っております。また、経常的な一般財源は２７億９４万２千円であり、財政構造の弾力性

を示す経常収支比率は７８．９％となっており前年対比で８．７％上がっている状況にあ

ります。投資的経費の決算合計額は１０億７千１６６万５千円であり、２億２千５万円の

増となっております。８ページをお開き下さい。 

 本表は、款別・性質別の歳出内訳であります。消費的経費の内、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６億８千８７万６千円で前年度対比４千

２３万円の減となっております。 

 また、物件費については１２億６０８万円であり、前年度対比で１億４千８５０万４千

円の増であり、委託料の増が主な要因であります。９ページをご覧下さい。 

 この表は、債務負担行為の総括表であり、年度区分の前年度末は平成２５年度末、決算

年度は平成２６年度、翌年以降は平成２７年度以降となっております。決算年度である平

成２６年度中における債務負担は、９ページ農業経営基盤強化資金利子助成事業を始め全

部で３０件、１億６千３０１万円となります。また、平成２７年度以降の債務負担につい

ては、２９件で総額４億３４２万２千円であります。１１ページをご覧下さい。 

 地方債の現在高調べについて、ご説明申し上げます。下段の合計欄をご覧下さい。平成

２５年度末現在高が７２億８千６９６万円であり、平成２６年度中の発行額が６億８千２

１０万円、当該年度の償還額が元利合計８億４千２８８万１千円となっております。した

がって、平成２６年度末現在高が７２億２千７７４万４千円となり、前年対比で５千９２

１万６千円の減となります。なお、普通交付税の算入による財政措置は５億８千２３５万

１千円となります。 

 以下１２ページから７９ページまでは主要施策の成果、８０ページから８６ページまで

は決算不用額の主な内容、８７ページは各施設の経常収支状況であり、説明は省略させて

いただきます。 

 それでは、別冊の一般会計決算書の９１ページをご覧下さい。実質収支に関する調書で

あり、３の歳入歳出差引額は２億４千９１１万２千円となっており、翌年度へ繰り越すべ
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き財源を差し引いた実質収支額は１億９千１５５万円の黒字となってございます。 

 つづいて、財産に関する調書の説明をいたしますので、９３ページをお開き下さい。 

 始めに公有財産の土地及び建物の合計欄でご説明申し上げます。 

土地の年度中の増減高につきましては、４，２６６．２２㎡の増であり、内訳は、神威１

９号道路地先の景観駐車帯用地２，７０３㎡の取得、緑町において町有地と隣接している

土地２，１９１．３３㎡の寄付などによるものであります。年度末現在高は９４８万３千

２６３．９７㎡となってございます。また、建物につきましては木造が１，２８７．４㎡

の増、非木造が１，２５１．２９㎡の減であり、年度末の現行高は９万１千８９９．３７

㎡であります。 

 ９４ページをお開き下さい。９４ページから９６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。 

 ９７ページの、（２）物権、（３）有価証券につきましては、増減は生じておりません。（４）

出資による権利につきましては、清里町森林組合解散に伴う減額と網走地区森林組合加入

による増減であり、年度末増減額は８５万５千円であります。よって、年度末の現在高は、

１千４８６万９千１００円となってございます。 

 ９８ページをお開き下さい。 

 物品につきましては、清掃センターのショベル１台の増とホームヘルパー活動車１台の

減により、年度末増減高及び年度末現在高の増減は生じておりません。 

 基金につきましては、北海道備考資金の配当積立も含め、年度中増減額は１千５３万５

千５９０円の増で、年度末現在高は、４４億６千５５５万２千３７２円でございます。 

 なお、奨学資金貸付金、町民海外研修貸付基金については増減が生じておりません。 

 次の９９ページ・１００ページの貸付基金運用状況については、生涯教育課長より、ご

説明申し上げます。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 それでは私から、地方自治法第２４１条の規定に基づく資料としまして、基金の運用状

況につきまして、ご説明を申し上げます。 

９９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ございます。

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。基金の運

用状況につきまして、貸付額の決算年度末現在高は１億６千３７９万６千円で備考欄に記

載のとおり、平成２６年度中の貸し付けは大学等に進学する際の入学資金貸し付けが４名

で３３５万１千円。短大、大学への就学に係る資金貸し付けが１０名で４６０万円。合計

１４名で７９５万１千円となっております。償還額の現在高は１億３千１８７万８００円

で、決算年度中の償還は合わせて３０人で２４４万４千８００円となっております。従い

まして、決算年度末現在の基金残高は１千３０７万４千８００円となります。 

続きまして、１００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を申し上げます。決算年度末現在の基金の総額は９００万円で
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あり決算年度中の増減はございません。なお、この基金は備考欄に記載の４団体の出資に

よりまして、資金の造成がされたものでございます。貸付枠の現在高は、２千７９１万７

千円で、決算年度中における貸付はございませんでした。償還額の現在高は２千７７３万

７千円で、決算年度中の償還は３名で１８万９千円となってございます。従いまして、決

算年度末現在の基金残高は８８２万円となります。 

以上で２つの基金についての運用状況の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 次に、介護保険事業特別会計の説明をお願いいたします。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 平成２６年度清里町介護保険事業特別会計の決算について、清里町特別会計歳入歳出決

算書と清里町各会計歳入歳出決算説明書によりご説明いたします。 

はじめに、清里町各会計歳入歳出決算説明書の中ほど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。８９ページになります。第１表、平成２６年度款別決算額調べに

ついて説明いたします。歳入の決算について１番下の行の合計でご説明申し上げます。予

算現額は４億２千９９５万２千円に対しまして、調定額は４億３千３８３万９千円、収入

額は４億３千３２４万８千円、未収入額は５９万１千円となっております。予算額に対す

る増減額は３２９万６千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．

８％であり、調定額に対しては９９．９％となっております。 

次に歳出についてでありますが、こちらも一番下の合計をご覧いただきたいと思います。

予算現額が４億２千９９５万２千円、支出済額が４億２千６０５万３千円、不用額は３８

９万９千円であり、主な要因には保険給付費の２５０万５千円であります。支出割合は予

算現額に対しまして９９．１％であります。 

次のページ９０ページをご覧ください。第１表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ございます。説明の方は省略させていただき

ます。 

続きまして９１ページ第２表です。性質別経費分析表については負担金補助及び交付金

の合計額が４億１千６７８万８千円と全体の９７．９％を占めております。 

続きまして９２ページ第２表附表でございますが、第２表で説明しました経費ごとの節

ごとの区分でありますので、説明は省略させていただきます。 

次に別冊の特別会計歳入歳出決算書の介護保険事業特別会計の１３ページをお開きくだ

さい。実質収支に関する調書により説明いたします。歳入総額は４億３千３２４万８千円

であり、歳出総額は４億２千６０５万２千円、歳入歳出差引額及び実質収支額は７１９万

６千円となっております。 

次のページ１４ぺージをご覧ください。財産に関する調書の基金でありますが、前年度

末現在は１千１６万５千７３円であり、決算年度中の増減額は、７８万８千４００円の減

であります。決算年度末の現在高は９３７万６千６７３円となっております。以上で決算

説明を終わります。 
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○勝又委員長 

 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（河合雄司君） 

 平成２６年度国民健康保険事業特別会計決算状況につい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９３ページをご覧ください。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７億５３

２万２千円に対し、調定額７億１千２７１万４千円、収入済額７億６２６万７千円、不納

欠損額１８８万６千円であり、未収入額は４５５万９千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１８８万５千円、督促手数料が１千円でございます。また

未収入額の内訳は、国民健康保険税の現年課税分が１３３万７千円、滞納繰り越し分が３

２１万４千円であり、合わせて４５５万１千円、督促手数料が８千円でございます。予算

現額に対する増減額は９４万５千円の増となっており、収入割合は予算現額に対して１０

０．１％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。予算現額は７億５３２万２千円に対し、支出済額７億５３０万３千円で

あり、不用額は１万９千円でございます。予算現額に対する執行割合は１００％でござい

ます。 

９４ページをご覧ください。第１表の附表につきましては、ただいま御説明いたしまし

た款別決算額調べをグラフ化したものであり、ご説明は省略させていただきます。 

９５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分析表であり、主な経費

として負担金補助及び交付金が６億９千３８０万２千円で全体の９８．４％となってござ

います。 

９６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、御説

明を省略させていただきます。続きまして、実質収支に関する調書及び財産に関する調書

についてご説明申し上げますので、別冊の清里町特別会計歳入歳出決算書の黄色の仕切り

清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書の２９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７億６２６万７千円、

歳出総額は７億５３０万３千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は９６万

４千円でございます。 

３０ページをご覧ください。財産に関する調書についてご説明いたします。国民健康保

険事業基金につきましては、前年度末の現在高が８万３千２８０円、決算年度中の増減高

は基金積立金利子の２０円増であり、決算年度末の現在高は８万３千３００円となってご

ざいます。以上で御説明とさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 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（河合雄司君） 

 それでは、平成２６年度後期高齢者医療特別会計決算状況につきまして御説明申し上げ
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ます。各会計歳入歳出決算説明書の緑色の仕切りの９７ページをご覧ください。第１表款

別決算額調書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６千３３

８万２千円に対し、調定額及び収入済み額は６千３６０万円であり、未収入額はございま

せん。予算現額に対する増減額は２１８万円の増となっており、収入割合は予算現額に対

して１００．３％、調定額に対して１００％となってございます。 

次に歳出について合計額でご説明申し上げます。予算現額６千３３８万２千円に対し、

支出済額６千２５４万円であり、不用額７９万１千円となってございます。予算現額に対

する執行割合は９８．７％でございます。９８ページをご覧ください。９８ページは第１

の附表であり、ただいま御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あり、

ご説明は省略させていただきます。９９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６千１４１万４千円と全体の９８．

２％を占めております。１００ページをご覧ください。１００ページは各款の中で節の経

費の調べは、第２表の附表であり御説明を省略させていただきます。 

続きまして、実質収支に関する調書についてご説明申し上げますので別冊の特別会計歳

入歳出決算書の緑色の仕切り後期高齢者特別会計歳入歳出決算書の３６ページをお開きく

ださい。実質収支に関する調書についてご説明いたします。歳入総額は６千３６０万円、

歳出総額は６千２５４万円となっており、歳入歳出差し引き並びに実質収支額は１０６万

円でございます。以上で説明とさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 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２６年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、ご説明申し上げ

ます。各会計歳入歳出決算説明書水色の仕切り、１０１ページをご覧ください。第１表款

別決算額調べについて御説明いたします。 

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

３１９万２千円に対し、調定額は６千５９５万３千円収入済額は６千５０２万４千円とな

っております。不納欠損額はありません。収入未済額は９２万９千円となっており、未済

額の内訳は、水道使用料の現年度分が４８万８８０円、滞納繰越分が４３万１千２７０円、

督促手数料が１万６千７００円となっております。予算現額に対する増減額は１８３万３

千円の増となっており、予算現額に対する収入割合は１０２．９％調定額に対しては９８．

６％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６千３１９万２千

円に対し、支出済み額は６千１４３万円であり、不用額は１７６万２千円となっておりま

す。予算現額に対する執行割合は９７．２％となっております。不用額の主な内容につき

ましては、１０７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。 

１０２ページをお開きください。１０２ページは第１表の附表であり、ただ今説明いた
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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。 

１０３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８４８万９千円で全体の１３．８％、物件費が１千２７０万１

千円で２０．７％、事業費が７２８万円で１１．９％、公債費が２千３６４万９千円で３

８．５％となっております。 

１０４ページをお開きください。１０４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を省略させていただきます。 

１０５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２５年度末の現在高が２億

７４５万６千円、平成２６年度中における発行額はありません。平成２６年度の償還額は

元利合わせまして、２千３６４万９千円であり、平成２６年度末現在高は１億８千８１９

万２千円となっており、普通交付税に算入した額は１千３６万９千円であります。１０６

ページの主要施策の成果並びに１０７ページの決算不要額につきましては、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２６年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の４４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６千５０２万４千円、歳出総額は６千

１４３万円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに３５９万４千円とな

っております。 

４５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に２の物品につきましては、決算年度中の増減は

ございません。３の基金につきましては、前年度平成２５年度末の現在高は３千６２２万

８千４８円であり、決算年度中の増減高は６３１万１千円の増決算年度末現在額は、４千

２５３万９千４８円となっております。以上で説明終わります。 

 

○勝又委員長 

 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２６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、１０９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９千

８５５万４千円に対し、調定額９千８２７万１千円収入済額９千７４８万７千円となって

おり、不納欠損額は５万５千円となっております。収入未済額は、７２万９千円となって

おり、内訳は使用料の現年度分が４３万２千３１０円、滞納繰り越し分が２８万３千５７

０円、督促手数料が１万２千２００円となっております。予算現額に対する増減額は、翌

年度への繰越分があるため、１０６万７千円の減となっており、収入割合は予算現額に対

して９８．９％調定額に対して９９．２％となっております。 

続きまして、歳出の款別決算額について御説明申し上げます。予算現額９千８５５万４

千円に対し、支出済額９千３２１万３千円となっており、不用額は５３４万１千円となっ
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ております。予算現額に対する執行割合は９４．６％であります。なお不用額の主な内容

につきましては１１５ページに記載しておりますが、施設の管理にかかる需用費と農業集

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。 

１１０ページをお開きください。１１０ページは第１表附表であり、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。１

１１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２千７１３万９千円で全体の２９．１％、公債費が５千７２２万５

千円で６１．４％となっております。 

１１２ページをお開きください。１１２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。１１３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。区分は下水道事業債と過

疎対策事業債であり、平成２５年度末の現在高が６億１千３７８万３千円、平成２６年度

中におけます発行額はありません。平成２６年度の償還額は、元利あわせまして５千７２

２万５千円であり、平成２６年度末の現在高は５億７千２０５万９千円となっており、普

通交付税に算入された額は２千８７０万５千円であります。 

１１４ページの主要施策の成果、並びに１１５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２６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５３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、９千７４８万７千円。歳出総

額は９千３２１万３千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに４２７

万４千円となっております。 

５４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に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。以上で説明終わります。 

 

○勝又委員長 

 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２６年度清里焼酎事業特別会計決算状況につきまして、各会計歳入歳出決算説明書

により説明させていただきます。１１７ページ、第１表款別決算額調べをお開きください。 

歳入から御説明いたします。歳入の予算現額合計は、８千７０３万５千円に対し、調定

額及び収入済み額の合計はいずれも８千８４０２万円であります。なお、予算現額に対す

る増減額の合計は１３８万５千円。主な増は生産物の売払い収入によるものでございます。

予算に対する収入割合１０１．６％であり調定額に対する収入割合は１００％であります。 

続きまして歳出についてご説明いたします。歳出の予算現額の合計は８千７０３万５千

円に対し、支出済みの額は合計で８千６６６万５千円であります。予算現額に対します、

執行割合は合計欄で９９．６％であります。なお、不用額は１款総務費で１９万６千円、

２款製造費で１７万４千円となっております。合計は３７万円でございます。 

１１８ページをお開きください。１１８ページは第１表の附表であり、歳入歳出それぞ
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れを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。 

１１９ページをお開きください。１１９ページの第２表性質別経費分析表につきまして

は歳出の各款ごとに示しており、主な割合といたしまして人件費で２千５３４万２千円の

２９．２％、物件費で５千１８万８千円の５７．９％となっております。 

１２０ページをお開きください。１２０ページは第２表の附表で款別の中で節の経費の

調べであります。説明は省略させていただきます。 

１２１ページをお開きください。１２１ページは、主要施策の成果であります。じゃが

いも焼酎を北海道清里としてリニューアルし、９月より一部販売開始、１０月よりすべて

の商品の販売を開始したところでございます。また道東の空の玄関口であります女満別空

港の看板広告を変更いたし、ＰＲを行ったところでございます。３月にはブランドデザイ

ンの完成報告会といたしまして、鈴木教授をはじめ６名のクリエイターを招き、町民への

デザイン報告会を行い、新たな清里焼酎事業の推進を図ったところでございます。 

続きまして別冊の清里町特別会計歳入歳出決算書６２ページをお開きください。６２ペ

ージの実質収支に関する調書につきましては、収入総額８千８４２万円。歳出総額８千６

６６万４千円であり、歳入歳出差引額及び実質収支額は１７５万６千円となっております。 

６３ページをお開きください。６３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、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１５

４万３千１９２円を支消いたします。年度末現在高は０円となっております。以上で説明

を終わります。 

 

○勝又委員長 

 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） 

○勝又委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 平成２６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いたします。 

最初に清里町各会計歳入歳出決算説明書をご覧ください。一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、１２４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２億７千７３４万８千円に対し、調定額合計及び収入済み

額の合計はいずれも２億６千３７７万円となっております。予算現額に対して、収入済み

額は１千３５７万８千円の減となっており、収入割合は予算現額に対して９５．１％、調

定額に対しては１００％となります。 

続きまして歳出については、予算現額が２億７千７３４万８千円に対し、支出済額は２

億６千３７７万円であり、不用額は１千３５７万８千円となります。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７８万６千円、需用費２１５万９千円、非常消防費

清里消防団費の旅費１０７万１千円、平成２５年度より繰り越した本部負担金デジタル無
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線設備事業分８７７万３千円であります。支出割合は予算現額に対して９５．１％となっ

ております。 

次に１２５ページをお開きください。第２表性質別経費分析表では左から１列目の常備

消防費の合計額が１億３千４００３４万１千円で、全体の５１．０％を占めており、次の

列非常備消防費の合計額が１千２５２万９千円と全体の４．７％となっております。また、

消防本部費につきましては１億１千６９０万円と全体の４４．３％を占めております。 

次に、１２６ページをお開きください。第３表はただ今ご説明いたしました款別決算額

をグラフで示したものです。 

次に１２７ページをお開きください。第６表は緊急出動等の状況となっております。１

の火災出動は２回となっており火災内訳は、車両火災とその他はのび火災となっておりま

す。２の災害出動は０回、３の訓練、警戒出動は５２回となっております。また、４の救

急出動は１５８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は、

①の表のとおりとなっております。 

次に、１２８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、表の右側下から３行目のカッコ書き５２回１千５８０

名の出動で手当支給額は６３２万円となっております。 

次に１２９ページをお開きください。第７表は消防本部費関係決算調べとなっており、

１２９ページは総括、次の１３０ページは性質別歳出内訳となっております。 

次に、別冊の特別会計及び斜里地区消防組合清里分署歳入歳出決算書をご覧ください。

一番後ろの青色の仕切りからが、斜里地区消防組合清里分署歳入歳出決算になりますので

７１ページをお開きください。財産に関する調書の公有財産についてご説明いたします。

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７６２．７０平方メートルで前年度からの増減はございません。７２ページをお開き

ください。右側２の物品につきましては車両、ポンプについて、前年度から増減はござい

ませんが、消防用無線機につきましてアナログからデジタルへの変更で２０台の増合計３

３台となっております。なお斜里消防署で本年度整備しておりますデジタル無線設備整備

が終了後、記載のアナログ無線１３台は廃止することになります。 

最後のページは水利源表でありますが防火水槽、消火栓については増減はありません。

以上で説明を終わります。 

 

（再 開） 

 

○勝又委員長 

 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。ここで一般会計の歳

出の方から審査を始めるに当たり、１４時１０分まで休憩といたします。 

休憩  午後 １時５６分 

再開  午後 ２時１０分 

 

○勝又委員長 

 休憩を解いて再開いたします。 
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○勝又委員長 

 ただいまより、一般会計の歳出の方から審査を始めたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 １款議会費・１項議会費・１目議会費、２１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、２１ページ～２２ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２項総務管理費・１目一般管理費、２２ページから２４ページ。 

 

○勝又委員長  

はい。池下委員 

 

○池下委員  

２２ページ。一般管理費の中の総務事務費の食料費。１０８万円っていうふうな決算に

なっているんですけど、これはどういった部類の食糧費なのか教えていただきたいんです

が。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 食料費の１０８万円の中身ということでございますが、これにつきましては、町に来客

してこられる方々への焼酎ですとか、こういうものに対しての支出でございますし、あと

ふるさと寄附金の返納品としての焼酎などをこの食糧費において支出をしているというよ

うな内容でございます。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

それは、ふるさと納税に関しても含まれているってことですか。 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 食料費１０８万の中にはふるさと納税の返納品の焼酎についても含まれているというこ
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とで御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

今年２６年度１０８万円なんですが、実は前年度の決算がおよそ２００万円、倍の金額

がついていたんですよ。それで、ふるさと納税、今あちらこちらで市町村けっこうされて

いるところもありますが、我が町もですねそんなにふるさと納税というわけでもないし、

清里町に来た来客もそんなに増えているわけではないんですけども、去年との比較が余り

にも多いんですが、どういうふうなことで半額になったかちょっとお聞かせ願えれば。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 昨年度食料費の支出が、委員の御指摘のとおり約２００万円というふうになってござい

ます。平成２６年度と比較でいきますと９０万ぐらいの差になっていると。この特異的な

内容でございますが、平成２５年度におきましては、開町７０周年記念ということで式典

を９月１日に行ってございます。その時の参加者は３３２名に対する記念品ですとか、紅

白のお饅頭ですとかそういうものにかかった費用が２５年度には、特異的にあったという

ことでご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ２目財産管理費、３目地籍管理費、２４ページから２６ページ。一括で審査お願いしま

す。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○勝又委員長 

 ４目広報費、２６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ５目自治振興費、２６ページ～２７ページ。池下委員。 

 

○池下委員 

 自治振興費の２７ページ。道路防犯灯ＬＥＤ化工事に関してお伺いしたいと思いますが、

今回、水元町と新町をＬＥＤ化したんですが、今後地区び予定というものがあれば、聞か

せていただきたい。 
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○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま、ご質問のありました今後の予定でございますが、２６年に新町地区・水元地

区。２７年今年度でございますが、残りの清里地区（羽衣地区と郊外地区の分）それから、

翌年度の２８年度には、計画といたしましては札弦・水元の方をおえまして３年間で町内

をやっていきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員 

 水元町と新町を２６年度にＬＥＤ化したんですけどもこの地区に関しておよそ１千万円

かかっています。でこれをＬＥＤ化する前の通常の街灯を付けていたときと年間の電気料

の誤差というのが、どのぐらい実際あったのか。それを聞かせていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 電気料の関係ですけれども、実は昨年、電気料金の値上げがございましてその部分の額

が多かったもんですから、実際の電気料額は上がっているような形になっております。そ

れで、比較して水元地区だけということで、電気料比較はちょっと今資料がございません

のでもし後で調べて、分かるようでしたら提出させていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

はい。池下委員。 

 

○池下委員  

これＬＥＤ化したということは、当然安くなって当たり前だと。機材が高いわけですか

ら何年間もかかって基をとるという状況では、駄目だと思うんですよね。それで今回水元

と新町ということを１千万かけてやったわけですからどの位年間の電気料の誤差というも

のが、実際にあったのか。それがはっきりわからないうちにまた次の地区をおり込んでい

くのはちょっと納得できない部分があるんですけども、その資料がないのであれば、早急

に調べていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今ちょっと水元地区についての比較資料等を持ち合わせておりませんで、後程調べさせ

ていただきまして、提示させていただきたいと思います。また工事に入るのは、早急じゃ
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ないかというお話もあったんですけれども、全体的にやっていくことによって徐々に下が

っていくという部分ございますし、従来ナトリウム等の部分の電球の値上げの部分で喰わ

れてしまったということもあるかと思いますんで、全体的にやることによって省エネが図

られるというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。資料のほうは、

後程お願いいたします。 

 

○勝又委員長  

よろしいですか。他。前中委員。 

 

○前中副委員長  

関連なんですけども、ＬＥＤ化によって電気料のコスト削減で取り進んで電気料の値上

げという形で、そういう効果が薄れたという説明なんですけども、もう１点、ＬＥＤ化に

おいてやはりその防犯灯の不足地域もあるという現実。それと２５年からＬＥＤ化の事業

を進めている中でちょっと調べてみると、２５年が６１基ですか。そして平成２６年が１

０４基の設置状況なんですけども、それにおいての１基当たりのコストをその辺器材が上

がっているのかどうかを合わせてちょっと教えていただきたいんですけど。 

 

○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいまの器材の関係で御質問だったかと思うんですけれども、２５年以前に付けいた

だいた部分の器材と２６年、また今年度の部分での器材につきまして、若干基材が変わっ

ている部分がございます。また単価的にも若干安くなっておりますが、比較資料というの

は、無いもんですから、こちらについても後から出さしていただければと思っております。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

６１基でそのとき３５５万の決算額で処理されているんで、２６年度には９６３万とい

う形で経理されているんですけど、単純に１基当たりのコストが結構上がっているもんで

すから、何か事情があったのかなというのをちょっと指摘したんですけれど。 

 

○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 単価的な部分もあると思うんですけれども、特殊的な要素としましては、水元の方にあ

る特殊灯ですか。従来とは違う部分のものがありまして、そちらの球の交換につきまして
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は、若干価格が違うといったあたりかと思います。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

新設になると、ポール自体も設置なんでそういう意味合いでコストが上がっているのか

なと思ったんですよ。その１５年であれば既存のＬＥＤの交換で終わって、そういう絡み

でちょっと今質疑したんですけども。 

 

○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今の中でもう１点特異的なものがございまして、２６年度にはもともと自衛の柱があり

まして、そこに街灯がついていたんですけれども、北電灯の電柱に強化させている部分が

ございまして、その取り払ったポールにつきましては撤去している部分がいます。そちら

の費用が余計に掛かっている部分もあると思います。 

 

○勝又委員長  

他。河口委員。 

 

○河口委員  

立場は違うんですが、ＬＥＤについては、知識を共有していただきたいなという部分も

ございましたので、今回の事業については、細かいことは私のほうがわかるだろうなとい

うようなことがあって説明させてもらうと、従来のタワー型から多少加工しているという

ことと、ＬＥＤの一番特徴は、従来のナトリウム灯から約４分の１ぐらいの電気料にはな

るんだと思います。もう一つ大きな効果は今後発生する保守、交換、球の寿命がありまし

たけれども、この寿命が５倍ぐらい長くなると思います。それと、夜暗くなって点滅させ

ますよっていう点滅機の故障が従来あった。保守点検の中で点滅器の修繕はかなりあった

と思いますが、電気料がすごく下がったよと言うことは、電熱器の消耗が非常に少なくな

った。従来の保守からみるとかなり下がっていくだろう。むしろ長い目で見ると、そちら

の保守管理の方の費用が電気代よりもはるかに下がっているのかなと思う。一応、参考ま

でに。すいません。 

 

○勝又委員長  

参考意見ありがとうございます。他ありますか。なければ次に進みます。 

 

○勝又委員長 

 ６目交通安全対策費、２７ページ。 
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○池下委員  

交通安全対策費、２７ページ。交通安全指導事業費の中の消耗品費についてお伺いしま

す。今現在子供１１０番について２年に１度くらいの割合で、斜里警察及び各協力者と会

議を行っておりますけども、事業者には旗、個人の住宅にはステッカーを貼っていただい

ていると。これ合計１００戸ぐらい。ですけどもその実態を行政はしっかりとどういうふ

うな状況になっているか、確認をしているのかいないのか、そこら辺ちょっとお伺いした

いと思います。 

 

○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君）  

今ございました子ども１１０番の件でございますが、実は委員の方から指摘ございまし

て、需用費で御質問いただいたんですが、こちらのほう交通防犯協会の方の事業となって

おります。ただ、私どもが事務局となっておりますんでこの場でお答えさせていただきた

いと思います。旗ですとかステッカーの状態の把握につきましては、昨年度３月に打ち合

わせの会議をさせていただいたんですが、その際アンケート形式でどのような状況になっ

ているかという部分で、確認をさせていただいたという経緯がございます。実際に今まず

のぼり旗が傷んでいるような場合には、設置されている方が見つけてそれを交換に来てい

ただくと。そのようなことになっておりますんで、その不定期に開かれる会合の際に確認

させている状況になっております。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

これは子供を守る観点からスタートした事業でありまして、我が町にもたくさんの個人

の方でも協力されている方が多くおりますけども、例えばステッカーが破れたとかで取り

に来る人もいます。各事業者は旗を掲げているんですけども、これがぼろぼろになったか

ら取りに来た。そういうことではなく、行政側からは、やはり率先して足を運んで確認を

した中でしっかりと各協力者にお願いをして、子供たちの安全安心を守っていく体制をし

っかりとつくる。これすごく重要なことだと思います。やはり最近、私たちの町みたいな

過疎地の中にもさまざまな事件があります。ここ近年、清里町の町の中でも車に乗せられ

そうになったとか、車をから声をかけられたとかそういう事案も実際ありました。やはり

せっかく始めたすばらしい事業なので、継続していくためにはそういった犯罪が起こらな

いような体制づくりをしっかりして、あちらこちらに旗がいっぱい立っているとか、ステ

ッカーがあると犯罪を犯す人間もちょっと躊躇するのかなということも考えられますので、

しっかりと今後も風化させることなく、やっていただきたいと思いますので、そのへんは、

行政として、どんどん前向きにやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
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○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今池下委員さんの方ございますとおり、この事業につきましては多くの皆様登録い

ただきまして、現在個人事業者あわせまして、１０３の登録ございます。その中に警察で

すとか、教育関係、ＰＴＡの方々とも入っていただきまして、実際に実施させていただい

ている事業でございますので、行政のほうといたしましても、例えば旗の確認をした時に

登録されている方に、声をかけるなど御協力を願いまして、今後も子供たちの安全のため

に、事業を進めてまいりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長  

よろしいでしょうか。ほか、委員さんありますか。それでは次進みます。 

 

○勝又委員長 

 ７目防災対策費、２７ページから２８ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

○前中副委員長 

 負担金の部分なんですけども、降雨体験装置の業務委託料ということで、昨年防災訓練

を全町あげて実施したときの降雨体験の業務かなと思ったんですけども、ちょっとあれで

すけども、かなりあのときの子供たちの反応が思った以上に評価が高かったんですよ。最

近子供たち、なかなか自分で危険を察知するという能力が下がってきているという部分で、

学校授業じゃないですけど、小学校中学校の中でそういう体験を。やはり大雨、昨今本当

に１時間に１００ミリとかの事案がある中で、基本的には自分で自分の身を守るという方

向も子供たちに養う意味で、こういう活動もある程度計画性を持った中で対応できないの

かなという部分の提案というか、考えなんですけど、その方向性、協議があるんであれば

お聞かせ願いたいと思います。 

 

○勝又委員長  

総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君）  

ただ今議員の御質問でありますが、降雨体験。御指摘のとおり、昨年８月の最終日曜日

に清里では初めてとなります全町的な防災訓練を行いました。その際に降雨体験機を導入

しまして、町民の方々にもその体験をしてもらって、ゲリラ豪雨が最近多くなっている中

での体験ということで、かなりの効果があったのかなというふうに思っておりますし、子

どもたちもそういったものを身にしみて覚えていただけたのかなというふうに思っており

ます。 

この総合訓練につきまして、今のところ３年に１度そういった形で実施をさせていただ
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くということになりますので、次の総合訓練のときに、また降雨体験機を導入できるかど

うかいうことはまだ発表できませんけども、またそのようにしっかりとした体験ができる

ような子供たちを含めた町民の方々が危険になった時の体験できるような装置もまた導入

していきたいというふうに考えておりますし、こういった機械は、送料がかなりかかるん

ですけども、機材そのものは無料で貸していただけるというような国の機関等もあります

ので、そういったところで学校とも連携を図っていきたいなというふうに思っています。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

計画的な中で、毎年とは言いませんけども、忘れたころにという部分で、前向きに検討

していただきたい。 

あわせて、関連なんですけども防災メール配信サービスという緊急情報発信、当町も始

まりまして、また毎年聞いているのかなと思うんですが、現状の中で町民の普及率なかな

か浸透してないんじゃないのかなと思うんですけども、そこら辺数字的なものがあればお

聞かせ願います。 

 

○勝又委員長  

総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 まず総合防災訓練でありますけども、前中委員御指摘のとおり、できるだけ子供も積極

的に参加できるような取り組みを今後とも進めてまいりたいというふうに思います。 

それから防災メールの関係でございますけども、ただいまの登録数は５３０件ございま

して、広報等でもさらに普及を進めていきたいというふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長  

他、委員さんありますか。なければ次に進みます。 

 

○勝又委員長 

 ８目町有林管理費、２８ページから２９ページ。 

 

○勝又委員長 

 ９目支所及び出張所費、１０目緑センター費、２９ページ～３０ページ。一括で審査お

願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １１目顕彰費、１２目報酬等審議会費、２２ページ。一括で審査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○勝又委員長 

 １３目職員福利厚生費、３０ページから３１ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

１４目総合庁舎管理費、３１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １５目行政情報システム管理費、３１ページ～３３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １６目管内町村公平委員会費、３３ページから３４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 全体を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。 

はい。前中委員。 

 

○前中副委員長 

 町有林管理費でちょっとお尋ねしたいんですけど、町有林、今年の話なんですけれども、

かなり黄色になって枯れてきている状況で、従来であれば殺鼠剤散布を行っていたんです

けども、枯れ具合が異常です。町有林西側に残っている青葉地区なんですけども。管内的

にもかなり虫の害という指摘もあるんですけども、そこら辺の判断難しいんですけども、

虫の被害で間違いないのかとかその辺おさえているのかどうか。ちょっと決算の中では不

適切かもしれませんけども、ちょっと心配なところがありまして、その辺ちょっと確認を。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君）  

ただ今の御質問ございますが、葉蜂ということで振興局に確認をいたしたところなんで

すが、実際生育には影響はないということで振興局には聞いております。管内的にあちこ

ちで葉蜂の関係については、発生が起きているということでは確認されているよとのこと

ですが、生育に対して大きな影響を与えるとかそういうことは、今のところないというこ

とで、確認しています。 

 

○勝又委員長  

よろしいですか。他、質問の漏れありませんか。 

 

○勝又委員長 

 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） 
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○勝又委員長 

 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、

３４ページから３５ページ。一括で審査お願いします。伊藤委員。 

 

○伊藤委員  

企画振興費の中の再生可能エネルギー導入促進事業費についてお伺いしたいと思ってお

ります。私ちょっとわからないのでちょっと質問する形になるんですが、この太陽光パネ

ルのことで清里町役場とか保健センター、緑センターに建てているものということで、思

っているんですけれども、そもそもこれの目的は何だったんですか。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今御質問のありました再生可能エネルギー導入促進事業につきましては伊藤議員とおり、

昨年度を２６年度に役場、緑センター、保健福祉総合センターに設置した太陽光パネルの

関係でございます。目的につきましては第５次総合計画におきまして、清里町の持つ資源

の保全と活用、調和したクリーンエネルギーを活用した清里町の特色をさらに高めるため

の位置づけということで、再生エネルギーの導入を図ってきております。この計画につき

ましては、平成２５年９月に導入計画というものを策定してきております。それに基づき

まして、平成２６年度先ほどをお話ししました３カ所について太陽光パネルの導入をして

いるところでございます。 

 

○勝又委員長  

伊藤委員。 

 

○伊藤委員  

今の目的をお聞かせ願ったんですけれども、売電ですか、蓄電ですか。その辺ちょっと

お聞かせください。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 平成２６年度にしました太陽光につきましては、全量売電という形で実施をさせていた

だいております。 

 

○勝又委員長  

伊藤委員。 
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○伊藤委員  

私が一町民として思うことですが、売電が悪いとは思っておりません。ただこの清里の

市街地の町中のこの役場の庁舎、この横に売電のためだけに太陽光パネルを設置する必要

性があったのか。私勝手に役場に蓄電機能を持って災害時のときに、その太陽光パネルで

蓄電時に非常時に使えるということが目的なんだろうなというイメージをもっていたわけ

なんですけども、今はそうではないということなんですね。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 基本的には災害時等々に対応できるようにという形で整備をしてきているところでござ

いますが、蓄電池等につきましてまだ技術的な開発がちょっと遅れているということで、

なかなかこの蓄電池を導入することは難しい状況でございます。ただ、今のシステムとし

て整備しておりますのは、災害時にはスイッチに切りかえによりまして活用できる状況に

整備してございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員  

今の説明ですと、普段は蓄電はできないけれども災害が起こって、停電がおこった場合

にはそのままスイッチを切りかえれば、太陽光パネルで発電しているものを、そのまま庁

舎に使えると言うことでよろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今の御質問とおりございます。ただし当然、太陽光パネルで発電しているということご

ざいますから夜間は使えないという状況でございますんで、日中等々には使えるという形

で考えでございます。 

 

○勝又委員長  

伊藤委員。 

 

○伊藤委員  

今の御説明ですと夜間は使えないと。災害はいつ起こるかわからないということも認識

と思いますけれども、やはり夜間でもいついかなるときでも、災害時に使えるという形で

なければ、やはりあそこに建てた意味が半減以下になってしまうのではないかなと思って
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います。例えばその横には消防庁舎もございます。あの場所に建てることで消防庁舎の前

のスペースがまたさらに狭くなる。緊急時に消防車両等がＵターンするなりなんなりで、

夏場はまだしも冬場になると除雪があったり、置ける場所があったのが太陽光パネルでお

けなくなった。そういう面から考えると、せっかく建てているのであれば、災害時に２４

時間いつでも使えるような形を今後とっていかなきゃいけないのではないかなと思ってお

ります。今言われたとおりたぶん蓄電池はかなり高額なものになると思います。ただお金

の問題ではないのかなというふうに思っておりますけども。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君）  

夜間の関係でございますが、夜間の関係につきましては、防災備品ということで発電機

を役場それから札弦・緑と準備をしているところでございますので、夜間の災害時につき

まして、こういうもので対応できるというふうに考えてございます。 

また蓄電池につきましては、この計画でいきますと将来的には蓄電池も導入しながら、

そういう災害時に対応できるような形で対応していくという計画を持ってございますんで、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

よろしいですか。他、ありますか。池下委員。 

 

○池下委員  

私も企画振興費の中の再生可能エネルギー導入ということに関してお伺いしたいと思い

ます。これ実質５千５２９万かかりまして２６年度にやりましたこの３施設の売電金額。

各施設ごとに解ればお教え願いたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君）  

平成２７年度の売電ということで御報告をさせていただきますが、売電価格につきまし

ては、売電の金額によって変わってくるんですが、４月から９月に対しましては、大体役

場庁舎におきまして、１ヶ月約６万から７万円ほどの売電の額となっております。１ヶ月

ですね。そして保健センターにつきましては、約２１万から２６万。緑支所におきまして

は、４万円から約５万円の範囲内の売電価格ということになっております。ちなみに、町

民プールにつきましても、７月から売電の方が始まっておりまして、町民プールの方は約

５万円程度ということで９月現在で申しますと施設合わせまして約４０万円近い売電の金

額というふうになってございます。 
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○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

施設ごとの合計金額はでていないですか。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ４月から９月ということで、最終的な集計はまだしてございません。御理解いただきた

いと思います。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

当初の予定が役場は５８万６千円ぐらいの売電金額がでるだろうと、緑センターは４１

万７千円ぐらい出るだろう。保健センターが１８７万で合計３００万弱。２８７万円とい

う売電金額が出るだろうという予想で始まりました。３施設で２８７万。これは委員会に

やった時の数字でありますから、今多少金額は違うのかなというふうに思いますけども、

実際、投資の金額が５千万以上かかっておりまして、その中で３００万弱というのは、こ

れ相当時間かかりますね。減価償却するだけで。ちょうど焼却が終わるころこれは経年劣

化でまたお金がかかるような仕組み。これはいかがでしょうでしょうか。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今売電の通年３施設で考えた場合どのぐらいなのかということでございますが、９月の

売電の金額をもって１２ヶ月通年でなったときの金額で計算をさせていただきますと、３

施設で年間四百万ぐらいの売電価格になるんじゃないかというふうに考えてございます。

それを２０年。太陽光パネルが大体２０年ぐらいでございますんで、その計算でいきます

と約４００万で２０年ですから、約８千万円ぐらいの売電なりの価格なりが出てくるのか

なと。今回の費用が約６千万ですから２千万近くのプラスが出てくるのかなというような

予測が立てられるというふうに思っております。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

今の課長の説明ではプラス２千万ということなんですが、ここに当然維持管理費がかか

りまして、なかなかそういうふうにはならないのかと思いますが、実はこの計画は当初全
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部で１７カ所ありました。今回３施設プラスワンで町民プールもやりましたけども、当初

の１７カ所が２７年度の予算は一切載っていない。どういうことでこういうふうになって

しまうのか。決算ですから、予算の話をするのはタブーかもしれないんですけれども。こ

の辺ちょっと極端にこう変わってしまったことがわかりませんので、お聞かせ願れば答え

ていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 平成２７年度におきまして事業がなかなか展開されてないということに対する御質問か

と思います。社会状況の変化等々で北電からの導入を受けた者に対する良い方向性が出て

きていないというのもございますし、あと国における買い取り価格なども下がってきてい

るということもございます。そういうトータル的なことを鑑みながら、熟慮した上でこれ

からも再生エネルギー等々に向けて取り進めていきたいという考えてございますので、御

理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

保健センターもやったわけですけども２６年度の光熱水費が１千３６５万なんですよ。

光熱水費ですから電気代だけではありませんけども。もしこの光熱水費の内訳がわかるの

であれば教えていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

ちょっとその場面に行ってからではだめなんでしょうか。いいですか。 

 

○池下委員  

それではちょっと質問を変えますけど、この太陽光パネル設置に関して工事金額が高い

わけです。費用対効果を考えた場合に行政がこういった事業を行うときの工事金額が正直

言って、民間でやる倍かかります。自然再生という観点から考えた場合は、理解はできる

んですが、今後またこのような計画がなされるような場合はもっと時間をかけた議論を重

ねるなどして慎重にやることが大事ではないかと思います。そのへんはいかがですか。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今池下委員の御質問のとおり、民間ベースでやる場合と公共事業でやる場合、確かに単
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価等で違う面は多々あろうかと思います。先程お話ししたとおり、今北電なりのいろんな

様子もございますんで、そのへんの状況を確認しながら、国の動向も注視しながら、今後

再生可能エネルギーの導入に向けて協議をしてまいりたいと思いますので、ご理解のほど

をよろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長  

よろしいですか。 

 

○池下委員  

はい。 

 

○勝又委員長  

他、ありますか。なければ進みます 

 

○勝又委員長 

 ４項庭園のまちづくり事業費、１目ふるさとの森づくり事業費、３５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２目花と緑と交流のまちづくり事業費、３５ページから３７ページ。 

はい、河口委員。 

 

○河口委員  

この花と緑の交流事業、非常にいろんな形で町民に浸透されて動いていると思います。

本当に町民の皆さんの協力、本当にすばらしいものかなと思っていますが、今私もいろん

なところで非常に大変だと聞いております。当然この事業が始まってスタートしてから２

０年、正味１５年ですか。町の中が御存じのように、皆さんかなり高齢になっていて何と

かならないのという声が結構あります。かといって、やはり町の中きれいに今まで通りや

っぱり継承していただきたい中で、是非この中の各事業交付金で３８３万８千円の中、花

いっぱい事業に出されていますけども、これを継承するためには、高齢でどうしてもきつ

い、水元のところでもうちょっと無理っていう話が結構されています。でも何とかしなき

ゃということでやっていますので、この花いっぱいの中の応援隊っていう工夫をぜひ考え

ていただきたいと思いますので、その中の予算化を是非していただきたいと思っています。

以上です。 

 

○勝又委員長  

産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今のご質問の関係でございますが、市街の植樹帯の整備の関係について。いろいろ

植樹帯の世話をしていただいているとか、かなり高齢化になっていることについては、実
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態として我々も把握しているところでございます。 

本年から毎年の一年草でなくて、多年草という形で宿根草の取り入れ等も行いながら、

なるべくその管理の部分についても、草取り程度でできるような感じでの方法というのも

今進めているところでございます。これについて宿根草等今後も取り入れながら、管理の

軽減を図りながら町の中の花壇づくり、花づくり、これらの部分を推進していきたいとい

うふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長  

よろしいですか。他ありますか。なければ進みます。 

 

○勝又委員長 

 ３目豊かな田園づくり事業費、３７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ５項徴税費・１目徴税費、３８ページ。 

はい、前中委員。 

 

○前中副委員長  

２３節の税務経理事務補助事業費についてお尋ねいたします。この２団体においての補

助だとは思うんですけども、この算出基礎たるものはどういう根拠で算出しているのか、

ちょっとお聞かせ願いたい。 

 

○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君）  

税務経理補助事業に係る算出根拠でございますが、農民連盟と青色申告研究会の方に出

しているわけでございますが、まず人夫賃の金額として出させていただいている部分、そ

れから定額として人数割で出させていただいている部分。こちらの方がございます。そう

いった形の中で各々農民連盟さんが１７１万１千円。それから青色申告研究会が３７万８

千円というような額で、積算した額を出させていただいているということでございます。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

今の説明ですと人夫賃ということで、事務経費というふうに取れるんですけど、それと

人数割ということで申告納税した人数において加算減算っていうんですか。そういう形か

なと思うんですけど、でも２５年度２６年度同じ金額で、申告事業者がちょっと違うんで

すね。今回出てみているんですけども、そこら辺もやはり加味するならやはり適正な処理
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がどうなのかなってちょっと思った部分なんですけども。 

 

○勝又委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

今ちょっと確認したところですと、予算の範囲内ということで、この額を出していると

いうことでして、実際にはこの人数を超えているという形ですんで、その範囲内で出して

いるという形になっているということです。 

 

○勝又委員長  

他ありませんか。町税費。 

 

○勝又委員長 

 ６項戸籍住民登録費・１目戸籍住民登録費、３８ページから３９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ７項選挙費・１目選挙管理委員会費・２目知事道議会選挙費・３目衆議院議員選挙費、

３８ページ～３９ページ。一括で審査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ８項統計調査費・１目各種統計調査費、４０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ９項監査委員費・１目監査委員費、４０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １０項地域振興費・１目地域振興対策費、４０ページから４１ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員  

地域振興対策費の中で、清里町ふるさと名物商品ＰＲ事業委託料というのがありますけ

ども、どのような名物商品をどのようにＰＲをして、委託をされているのかお伺いいたし

ます。 

 

○勝又委員長  

総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君）  

この事業につきましては、国のまち・ひと・しごとに絡む交付金事業でありまして、清

里町では、その中で清里町ふるさと名物商品ＰＲ事業を実施させていただきました。中身
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については、東京清里会それから札幌清里会の方にカタログをお送りさせていただきまし

た。２６種類にわたるカタログセットでありまして、例えば清里の焼酎セットであります

とか、手づくりジャムのセット、メロンですとか加工品、農産物等の２６種類にわたる商

品品目の中からお選びいただくというような事業でございまして、７８名の方にお申し込

みをいただきました。 

 

○勝又委員長  

堀川委員。 

 

○堀川委員  

カタログを製作してそれで買っていただくということで、その１３０万が安いか高いか

というところは、いろいろ意見の分かれるとこではありましょうけども、特産品をＰＲし

ていくということは非常に大切なことで１３０万の使い方によっては、それが高くもなり、

安くもなるということで非常に重要なことだと思いますので、できるならば清里の特産品

をたくさんＰＲしていただいて、できればふるさと納税の方にも繋げていっていただきた

いな。そういう考えを持っています。 

 

○勝又委員長  

はい、総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君）  

先ほど申し上げさせていただきました、この事業につきましては国の全額交付金という

事業でありまして、観光協会の方に委託をさせていただいた事業であります。堀川委員御

指摘のとおり、今後この交付金事業で終わることなく、また何らかのＰＲもしくは今御指

摘いただいたふるさと納税の方にも活かせれるかどうかも協議も含めまして、検討してま

いりたいというふうに思いますのでご了承いただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長  

よろしいですか。他ありますか。ないようですので、全体を通して質問漏れはありませ

んか。池下委員。 

 

○池下委員  

ちょっとさっき聞き忘れてしまいました。３６ページのですね。清里町移住定住促進事

業補助ということで移住定住支援金、１４０万が出されているんですけども、この具体的

な数字の内訳っていうのはどうなっていますか。 

 

○勝又委員長  

はい、総務課参与。 
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○総務課参与（本松昭仁君） 

 移住定住の補助金の内訳でございます。まず住宅ちょっと暮らし住宅のですね。少々お

待ちください。 

 

○勝又委員長  

移住促進事業補助だよね。移住促進補助１６０万の。 

 

○池下委員  

そうです。 

 

○勝又委員長  

総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 失礼しました。移住定住交付金でございます。まず移住者、中古住宅購入された方が１

名いらっしゃいまして、２５万円。それから移住者の中古、これがもう１名いらっしゃい

まして５０万円。そして定住者固定資産税の補助という形になりますが、その方が１４名

いらっしゃいました。６５万１千円。すべて合計しますと１４０万１千円ということにな

ります。 

 

○池下委員  

了解しました。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

今の移住定住の話はわかりました。続いてその下にあります都市農村交流事業費につい

てお伺いしたいのですが、ここ数年間、埼玉鶴ヶ島ですね、施策の方にも載っております

けども１５名参加しております。その下も１４名参加しておると。埼玉県は１４名参加し

ているわけですが、以前ですね、鶴ヶ島以外にも新潟県の清里村とか交流があったわけで

すが、ここ数年平成の合併から無いわけなんですけども、今まで交流していたところは、

完全にやめてしまったのかどうなのか、その辺まずお伺いしたいと思います。 

 

○勝又委員長  

産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 都市農村交流の関係でございますが、現在、鶴ヶ島との交流ということで、産業課の方

で担当させていただいておりますが、過去に御指摘のとおり清里村それとあと佐野市の関



36 

係については、今でも農協さんが中心になっていただいているところでございます。清里

村につきましては合併により、清里という名前が消えてしまったという部分もございます

が、このへんの部分具体的な交流というのは、現在ところやっていないのが実態でござい

ます。これにつきましても旧の清里村の方からも何らかの話が出てくる可能性もございま

す。その中で今後どういうふうに進めていくいう部分ももう考えていかなければならない

かなっていうふうに思っております。ただ現在のところ鶴ヶ島以外のところでの交流とい

うのは進んでいないのは実態でございまして、あと焼酎の関係で保原町。伊達市ですね。

福島の。うちの焼酎を提供しているところがございますが、そこの交流に関して焼酎だけ

でやりとりやっているっていう部分ございますが、それらの部分についても交流だとかそ

ういう部分今後出てくるかなというふうに思っておりますが、これらについても具体的な

話は実際のところございませんので、今後そういう話がでてきた段階で協議をしながら進

めていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長  

はい、池下委員。 

 

○池下委員  

今課長から説明があってですね。実際は鶴ヶ島と佐野ということで話を伺ったんですが、

焼酎の関係で、福島の伊達市ですか。交流があるわけなんですが、やはり今後、交流人口

を増やそうというふうに考えているのであれば、こちら側から積極的に交流都市というも

のを開拓していくぐらいの感覚を持ってやる。そしてまた、清里にも来ていただくそうい

ったやっぱり交流都市間交流というのが必要かなというふうに思いますんで、なるべく今

までやっていた分もそうなんですけども、どんどん新しい地域と交流しながら、我が町の

特産品を活かしていくような体制づくりというのが大切かなというふうに思いますんで、

なるべく家の中に閉じこもってないで、外へ出ていくという気も必要かなと思いますので

今後はそういう感覚でやっていただきたいなというふうに思います。 

 

○勝又委員長  

産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の御意見踏まえまして、検討してまいりたいというふうに思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。無いようですので、ここで説明員が交代となり

ます。 

（説明員交代） 
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○勝又委員長 

 それでは、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、４１

ページから４３ページ。 

池下委員。 

 

○池下委員 

 ４２ページの社会福祉総務費の高齢者等の暖房費支援補助についてお伺いしたいと思い

ます。当初予算がですね。２６０万ということで実績が１１０万円。これ半分にも達して

いないんですけども、この理由をお聞かせいただきたいんですが。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 高齢者等の暖房費等支援補助ということで、福祉灯油ということで従前やっていたもの

を恒常化して、冬の暖房費等の支援をさせていただくということで始めた事業であります。

対象者につきましても、収入制限を従前あればすべての収入といった所を課税収入にとど

めると。具体的には、障害者年金であったり、遺族年金、恩給など非課税年金は含めない

ところでの制限をかけますよということで、間口を広げてやりました。住民周知について

も、知らなかったということは無いようにということで、広報お知らせはもちろん、民生

児童委員さんによる声かけ等をやっていただいたところでありましたが、残念ながら予算

に対しては、半分に届かないという委員御指摘のとおりの結果でありました。知らないと

いうようなことはないというふうに、気がつかなかったということは無いように一生懸命

周知はしてまいりましたので、結果につきましては申請者の判断なのかなというふうに考

えているところです。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 課長答弁で申請者の判断かなとうふうに言っておりますけども、やはり町が高齢者に対

して、こういった暖房費の補助支援を本気で行うという気持ちであれば、２６０万円を予

算づけて１１０万円ということではなくて、これは申請制度だからこういうふうになるの

かなというふうに思うんですよ。できれば該当する方、せっかく予算つけているんですか

ら、すべて出すぐらいの気持ちを持って行政が対応してはいかがと思うんですが、いかが

ですか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

交付ということについては、なかなかここでどうということには判断できるところでは、

ありませんけれども、こちら側の期待したことの効果がなかったということですので、制

度のあり方については検討させていただきたいと考えます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 制度のあり方を検討するというふうな答弁しか今の段階ではできないのかなというふう

には私も理解しますけれども、これ半分にもいかないというのは、本当に知らない方も結

構いたんではないかなというふうに私は思うんですよ。広報等で入れていても、結構見て

いない方もおりますし、当然あの高齢者は、ホームページは見ませんし、そういうことを

考えるとやはり行政側からもう少し支援の仕方というものを１度考えていただきたいなと

いうふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 考え方については先ほど申し述べたとおりですが、住民の周知についてでございますが、

１２月１日にチラシを広報に折り込んだ、１１月１５日にお知らせに、２月１日の広報に、

２月１５日のお知らせに、３月１５日のお知らせにというようなことで、お知らせでの広

報、それから民生児童委員さんによる声かけ、当然ながら一番不安があるところは、介護

保険上の要支援、要介護で在宅にいらっしゃる方などは当然不安なわけですから、そうい

ったところについては訪問介護、ヘルパーさんからの照会をしていただく、あるいは介護

支援専門員（ケアマネージャー）が月１回ケアプランを持って訪問しますので、そういっ

たところでまたお話をしていただく。この辺は抜かりなくやってきたところです。あと、

窓口に申請に来ていただいた方には必ずお友達にも声等を掛けてくださいねということで

お願いをしてきたところです。もちろんほかにも、周知の仕方の良い方法があるのかもし

れません。それについてもさらに研究をしてですね。漏れのないように進めていきたいと

いうふうに思っております。以上です。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。ほか。ありませんか。進みます。 

 

 

○勝又委員長 

 ２目障害者自立支援費、４３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○勝又委員長 

 ３目福祉サービス事業費、４４ページ。 

前中委員。 

 

○前中副委員長 

 福祉サービス事業費の中で２６年の１２月に成立いたしました高齢者等の除雪困難者に

達する支援事業費だと思うんですけども、その中で今回１０万７千円が実行されたわけで

すけども、本町において福祉サービス事業という形で、たしか福祉サービス実施要綱があ

るのかなと思っております。その中に数々のサービス事業を展開している中に、今回この

除雪サービス事業も要綱にちょっと確認なんですけども調べていませんけど、それもメニ

ューとして要綱の中に入っていたかどうかというかという説明を願えれば。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 清里町福祉サービス事業要綱とは別に、昨年１２月に清里町高齢者等の除雪困難者に対

する要綱というのを制定し、支援を行っているところです。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 その要綱は新しくできたんですけども、メニューとしてその福祉サービスの中に、例え

ばデイサービス等１０件ぐらいのサービスがあるんですけども、除雪も同じようにサービ

スの一環ですよと一緒にパッケージで入ったらどうでしょうかっていう話なんですよ。今

除排雪の町道、道道、国道から２０メーターでしたか。間口５メーターで除雪困窮者・高

齢者に対して、除雪費用を町が負担するという要綱はありますけども、全体の清里町福祉

サービス事業要綱の中に、このサービスも除雪サービスということで、ちょっと特異的な

面もありますからそれも一緒にいれたらどうですかって話です。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 検討させてください。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 
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○池下委員 

 福祉サービス事業費に関して、様々な福祉サービス、介護サービスを行っておるんです

が、実は入浴サービス事業、それからデイケア事業、ショートステイサービス事業、デイ

サービス事業、交通弱者支援サービス事業、計画はあるんですけども、実績が全て０なん

です。これはどういった理由が考えられるのかちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この事業につきましては、通常においては介護保険サービスであるいは身体障害者自立

支援のサービスの中において給付が可能です。そこで、支援できないような緊急事態等に

備えてというようなことで今も実施をしているところです。ですので、通常事業の執行は

余りないというのが実状であります。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 通常あまり執行されないということなのですけども、介護サービスの方でやっていると

いうことであるんですけども、あんまり載せなくても良い部分というふうに解釈してよろ

しいんですか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 緊急避難的に必要なことというのは可能性として十分あります。一昨年も最終的にはこ

のサービスを使わずには進みましたけれども、このサービスを使いながら支援をしてとい

うような検討したケースもございましたので、これは執行がなくても予算としてぜひ残し

ていきたいと考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

他にありますか。福祉サービス事業費。進みます。 

 

○勝又委員長 

 ４目老人福祉費、４４ページから４５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ５目国民年金事務費、４５ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、３５ページ。４５ページから４６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２目保育所費、４６ページ～４７ページ。河口委員。 

 

○河口委員 

 保育所のことですが、１歳・２歳児保育所改修工事請負費がありまして、現場も丸１年

経過したということで見させていただきました。非常に立派にできて、皆さん御苦労され

ていることと理解しております。 

ただ一般質問の中でさせていただいたように、あとほんの一歩で自慢できるうちの町の

自慢できる子育て支援保育所ですよというところだという気がしました。やはり小さい子

供を預けている場所で本当に熱中症が心配だなとか、親の気持ちになった時にここにもう

少し予算を計上していただければ、この不要額の中でおさまるような部分で、出来たこと

もあったんだろうなという気がしたので、ぜひ次年度の時にここの空気・温度・そして衛

生面の検討をしていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

熱中症ということでお話はいただきましたので、冷房ということではないのかなという

ふうに思いますが、冷房について、従前から保育所には設置しておりませんでした。１・

２歳保育にもそこまでは配慮至らなかったわけですけども、これについては検討させてい

ただきたいと思いますが、その他のところについてちょっと具体的にお話をいただきたい

と思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

冷房については建設設計すると空気の７度差を自動的に積算するんですけど、決してそ

んな必要は全くない。現状の温度から２度、３度下げることで、十分に対応できるかなと。

エアコンについては、そんなに高額でなくても十分に対応できるかなと理解しております。

是非答弁の中で取付けられるという前向きな形で、検討していただきたい。 

それともう一つは空気です。これは私も入ったときに、これも学校のそういうことがあ

るんですけども、入ったときにあって空気が淀んでいる。これから小さな子供の中にイン

フルエンザとかいろんな感染症、その他に空気をきれいにすると温度の部分等と同じよう

な効果がでてくると思います。特にホールの部分ですか。大勢の子どもたちが、走って歩
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くときに中にいると慣れてしまうんですね。どうしてこんな空気のところで過ごしている

のと、空気が淀んでいる。ぜひこれ将来のインフルエンザ等いろんなこともありますので、

そう大きな設備費用でなく出来ますので、それをやっていただきたいなと。 

もう一つは、入った時にオムツですね。乳幼児の。オムツだとかその辺の部分がビニー

ルの袋に入れて、そこに置くしかなかっただろうと思いますけども、この辺は少し検討さ

れて収容の場所をきちんとされた方がいいかなと思うので、是非検討していただきたいと

思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 空気については、たまたまいらっしゃったときに換気が十分でなかった。あと、保育所

においては、各部屋に１機ずつ空気清浄機を配置しております。これについては、ホール

については、空気清浄機ありませんのでこれも検討させていただきますが、各部屋に空気

清浄機を置いているということは御理解をいただきたい。事務室にも設置をしております。 

それからオムツについては感染症の問題もあり、非常に厳しく日ごろより管理をしてい

たと私信じておりましたが、ちょっと十分行き届いていなかったようですので、これにつ

いては、徹底をしたい。それからまたそのオムツの保管といいますか。収集まで保管する

場所については、現状では小さいということは現場から聞いておりまして、次年度予算要

求をして整備していく方向で現場と調整をしておりますので、御理解をいただきたいと思

います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 期待して持っております。それで、せっかく皆さんがマンパワーで頑張っていて、うち

の保育所は絶対心配ないです。自慢できる保育所に是非なっていただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 応援をいただきましたので、是非そのようにできるよう、現場と力を合わせて努力して

まいりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ほか。伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 私も保育所費をお伺いいたします。まずここに載っております臨時職員賃金でございま

すが、職員何人雇われているのでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 平成２６年度におきましては、臨時の保育士ということでお答えしますが、清里保育所

においては４名の保育士を雇用しております。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 平成２６年度で４名ということなんですけども、毎年人数は変わっているんですか、同

じなんですか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 平成２７年度、今年度におきましては１、２歳保育につきましての児童数も増えていく

というようなこともございましたし、８時間から１０時間保育になったという事もござい

まして、清里保育所においては臨時保育士１名増員をして、５名となってございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 聞きたかったのは、そういうところだったんですけれども、未満児を受け入れることに

対しまして、人が足りなくなったということで、臨時職員としてお願いして働いてもらっ

ているということなんですが、未満児を受け入れるとなると６人未満児６人に対して、１

人保育士という規定があったと思います。合っているでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 委員がおっしゃるとおり１歳から２歳の児童については、６人に対して１人という配置



44 

になっております。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

未満児ですと、清里保育所ですと１８名だと思っております。６人で割って３名ですね。

ということで基準には満たしていると思いますが、ただ現場の方になりますと、基準は６

名に対して１名ということで、満たされて問題はないという形になりますが、現場で働い

ている方から見ますと、例えば施設内ならまだしも外に出られるとき、遠足等々あると思

うんですが、その時にはどうしても３歳未満の１８人を３人で郊外に出る時にみるという

ことは、物理的に難しいんではないかなと思っております。その場合には多分、他の保育

士さんの協力を得ながらやるんじゃないかなというふうに認識しております。そうなると

中のほうも手薄になってしまいますし、もちろん基準内で収まっているから問題はないと

いえば問題ないと思いますが、組織現場に即した形のもちろんお金のかかることですけれ

ども、そういうことをちょっと検討していただけないでしょうかと思います。どのように

考えますか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 保育所につきましては各年齢に担当を置きながら職員配置しておりますが、それ以外に

保育士である総括主査がついておりますので、通常はそこに支援に入り、それ以外にも事

業等のある場合には、今申し上げました４人なり、５人なりの他に時短で支援をお願いを

している保育士さんございまして、臨機応変にその辺はお願いをして、十分に目の届く保

育を行っているところです。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にありますか。前中委員。 

 

○前中副委員長 

 保育所関連なんですけども、お聞かせ願いたいのは、緑の保育所を閉所してから数年経

っていますよね。現状あの施設どのような形で維持管理しているのか説明願います。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 緑の季節保育所においては父母会において運営されていました。今閉所ではなく、休所
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というようなことで整理しています。通常は使われておりませんで、施錠をして周りの公

園については町の方で草刈りなりをしながらということでやっておりますが、緑地区でお

子さんの数がある程度揃ってまた父母の会の手で運営ということなれば、当然ながら前向

きに、支援について検討してまいりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 そこらへんの判断なんですけれども、増える、増えないとか山村の受け入れとかあった

中で、季節保育所の開園というのは確かにあるかと思うんですけども、現実札弦保育所に

通われている緑のお子さん方もいて、そういう時に札弦で受け入れする方向になれば、今

の話とはちょっと逆行するのかと思うんですけれども。そこら辺、どのように考えておら

れますか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 保育所の受入れについては地区で区割りをするものではありません。緑の方が清里保育

所に預けたいということであれば、受入可能な状況があれば受入れをいたしますし、札弦

の方が清里に通っているケースもあれば、そういうこともありますので、地区割りという

ことではなく必要があればということですので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 そのときに保護者会で自主運営すれば、緑の地区でも保育所を開設ができると理解して

よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 できるといいますか、そのときには御相談をいただいてってことで、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 質問漏れがございました。もう１点聞きたかったのが、札弦保育所と清里保育所に関し

まして、未満児の受入れ年齢が違うという話をきいたんですけれどもどうなんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 清里保育所につきましては２６年９月から１歳年齢を引き下げて、１歳６カ月からお預

かりしておりますが、札弦保育所については従前どおり２歳６ヶ月からとなってございま

す。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 それは札弦の地元の方からそういう要望が上がってないからですか。それとも要望があ

れば１歳半まで、札弦も引き下げる用意はあるということですか。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ３歳未満においては、給食が法では施設内調理ということになっておりますが、清里町

は、２歳６ヶ月については、施設外からの搬入を認めていただいているところですが、こ

れをまた１歳引き下げるとなると、施設内調理が必要となってまいります。そういった問

題もございまして、現在は清里保育所の方にお願いをしたいということでございます。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。ほかございますか。それでは進みます。 

 

○勝又委員長 

 ３目子育て支援センター費、４７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。ないようですので、ここで説明員が交代となり

ます。暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

○勝又委員長 

 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、４７ページ～４
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８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２目予防費、４８ページ～４９ページ。池下委員。 

 

○池下委員 

 予防接種の中で、この子宮頚がんが計画は４９あるんですけれど、実績はゼロと。これ

国の方の指針というのかあるんでしょうけども。町としては今後どういうふうな考えでい

るのか。お聞かせいただければ。 

 

○勝又委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 子宮頸がんワクチンの予防接種につきましては、従前と変わらず定期の予防接種という

ことで市町村に対しては、接種準備をする義務が変わらずあります。ただ今回の副反応と

いうことで、国の方から積極的な勧奨をしないようにということが言われております。で

すから町がとるべき対応としては、十分に子宮頸がんワクチンの効果、それから副反応に

対するリスクを理解された本人あるいは父兄が受けたいということであれば、これは準備

をして受ける。予防接種をしなければ、ならないですが積極的な勧奨をしませんし、町と

しては、今まだ国がはっきりと方向を出していないので、相談を受けたときは、もう少し

様子を見てはいかがでしょうかという対応としておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 ３目各種医療対策費、４９ページから５０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ４目環境衛生費、５０ページ～５２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ５目保健福祉総合センター費、５２ページ～５３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○勝又委員長 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、５３ページ～５４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○勝又委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。ないようですので、ここで説明員が交代となり

ます。 

 

○勝又委員長 

お諮りします。本日はここで散会としたいと思いますがご異議ありませんか。 

 

異議なしと認めます。よって本日はこれで散会といたします。なお２８日９時３０分か

ら農林水産業費から始めたいと思います。本日はご苦労さまでした。 
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平成２６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２７年 ９月２８日（月） 

  開 会   午前 ９時２９分 

    散  会   午後 １時１８分 

 

●出席委員（６名） 

   委 員 長  勝 又 武 司     委  員  河 口   高 

   副委員長  前 中 康 男     委  員  堀 川 哲 男 

   委  員  池 下   昇     委  員  伊 藤 忠 之 

   

 

●欠席委員 

   委  員  村 島 健 二 

 

 
 

○勝又委員長 

 おはようございます。それでは、２５日に引き続き一般会計歳出の審査を行います。５

款、農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費５４ページから５５ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 農業委員に対する報酬について質問したいんですけども、一般の農業委員が月額報酬と

して２万９千円。代理が、３万位で、会長が４万円ぐらい、ちょっとその辺正確な数字を

教えていただきたいんですけども。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 委員、報酬の関係つきましては、会長が月額４万円。代理が、３万４千円。一般委員が

２万９千円となってございます。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 一般委員が２万９千円、代理が３万４千円、会長が４万円ということですけども、この

金額が果たして適正なのかどうなのかっていうことを質問したいんですけども。 

たしか平成２１年に農地法の改正になりまして、それに合わせてうちの町の農業委員会

の農地の取り扱いについても整理をしたというのは、利用調整にあたって地域協議を間に
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入れたりということで、農業委員の方の会議の回数ですとか、現地調査会議、地域協議そ

れに利用調整会議それに総会。それが１件についてそれだけあって何件もあると。非常に

月の会議の回数も増えてきているのは現実だと思います。この後も中間管理機構の関係で

すとか、いろいろと農業委員にかかる会議の負担ですとか随分増えている状況にありまし

て、この報酬が２万９千の報酬が果たして適正なのか。どうなのか。そして特に会長職は

出張なども多くて、その中でこの４万円という報酬の金額が適正なのかどうなのか。これ

を１度是非会議の回数ですとか現地調査とかいろんな出ることをこれだけだっていうこと

の検証を踏まえて、金額が適正なのかどうかっていう検証をぜひ１度加えていただきたい

なと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問の委員報酬の関係でございますが、行政委員の関係につきましては、

条例で各種委員の中で定められておりまして、農業委員の報酬部分だけの改正という部分

ではなかなか難しいかなと。全体的な委員の報酬の関係の見直しができればやっていきた

いと思うんですが、すべての行政委員を含めた中での改正という形になろうかと思います

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 はい。よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。２目農業振興費、５５ページ～５７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ３目畜産業費、５８ページ。池下委員。 

 

○池下委員 

 畜産業費の町営牧場の管理運営事業費についてお伺いしたいと思いますが、現在町営牧

場に関して、町が運営しているわけですが、何年か前にも質問したことがあるんですが、

そろそろＪＡの方に委託してみてはどうかというふうなことが考えられますが、いかがで

すか。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

 町営牧場の管理運営の関係でございますが、この関係につきましては議員からも話もあ

りましたとおり委託という話でいただいています。関係機関の方とも協議をしながら進め

ているところなんですが、なかなか受け入れ体制が出来ないという部分で、現在のところ

町の管理という形で推移をしているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 受け入れる体制がなかなかできないということなんですが、実質使っているのは、農協

かなということで畜産関係の人が実際使っているわけですが、やはり今年も何回か脱走し

たり、いろんなことがあるわけですけども、その都度職員が対応してきていますけども、

やはりここは専門に扱っているところと、今後更なる協議を進めていくことが望ましいと

思うんですけれど。その辺踏まえて今後そういった方向に向けて密に協議してもらいたい

というふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御意見を踏まえまして、関係機関と重々協議をして参りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 ４目農地開発事業費、５８ページから５９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ５目道営整備事業費、５９ページ～６０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ６目清里地域資源活用交流促進施設費、６０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ７目札弦地域資源活用交流促進施設費、６０ページ～６１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○勝又委員長 

 ８目町民活動施設費、６１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２項林業費・１目林業振興費・２目自然保護対策費、６１ページ～６２ページ。一括審

査お願いいたします。池下委員。 

 

○池下委員 

 林業振興費の方でページは、６２頁なんですけども、町民プール、建設工事請負費の中

で今回町民プールを新しくすることに関して町有林を使ったわけですが、この参考までで

良いんですけど、全体木材の町有林を何％使っているか。ちょっとお伺いしたいと思うん

ですが。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 全体の町有林の中のパーセンテージというのはおさえておりませんが、今回伐採した部

分につきましては、すべてプールの材料という形、プールと公営住宅の活用もございまし

たので、全体的に公共施設の材という形で活用させていただいております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今回の伐採した部分に関して、全部使っているのと公営住宅ということの説明があった

んですけど、これ実際伐採する時に当然経費がかかるわけで、そのところ部分はわかりま

すか。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 町有林の皆伐の部分ですがその１とその２ということで、業種を２つに分けてございま

す。その２の部分で１８林班の伐採の関係で、事業費が３４５万６千円。その２の部分で

ございますが、こちらが同じく町有林１８林班、初班で２０小班ということで、こちらの

事業費が５７１万８千６００円という形になってございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 
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○伊藤委員 

 これは両方合わせると、９百万ちょっとぐらいということなんですけども、これ業者に

委託してやってもらうわけですけれども、プールとかそういったうちの町の事業に使って

行ったと。ちょっと伐採するときの経費が非常に高いんじゃないかなっていうふうな感じ

がするんですけど。当然伐採して木材を売るわけなんですけど、売った収入はどのぐらい

あるんですか。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 立木の売払い収入でございますが、皆伐の部分につきましては、工事のその１、その２

の部分で、合わせまして１千５９６万２千円が売払い収入という形になっております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員９００万ちょっと掛かって１千５００万。およそ１千６００万ですか。数字的

に言うと６００万円は浮いているわけですけれども、これは町有林を伐採して使用するこ

とに関して、当然この時代ですから乾燥機で乾燥してやるわけです。何年か後に支障とか

一切考えられないですか。心配ないですか。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 今の支障という部分。 

 

○池下委員 

 切って３カ月くらいで使っているんでしょうが、後々しばらく乾燥させた木材と木を使

ったやつは、支障がないか。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ちょっと私どもの方では技術的な部分のことについて、ちょっと把握してございません

のでお答えできないんですが、十分な乾燥を行って集成材をつくっているというふうに聞

いておりますので、そういう部分では問題はないのかなというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか。ありますか。全体を通して質問漏れありませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 前回の議会の中でもありましたけど、いろんな施設の中にテレビ受信料というのがいろ
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んな箇所で、含まれております。多いところ、少ないところ、これが適切にされているか

どうかという確認をしていただきたいと思います。いろんな施設、かなりばらつきがある

んですけども、これが本当に必要な部分になのか。あるいは衛星と普通の地上波だけの契

約でも衛星も入っているのか、その辺の確認だけしていただけたらと。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今、河口委員の御質問で、各施設におきましては衛星契約しているところもございます

し、通常のテレビという形で契約している物もございます。これはもう決められた台数、

価格において適正に契約をしながら使用料等を払っているということでご理解をいただき

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。無いようですので、ここで説明員が交代になり

ます。暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

 

○勝又委員長 

再開いたします。６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、６３ページから

６４ページ。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 商工振興費の中の不用額３７６万９千３６０円ですか。この不用額の金額が予算の中で

結構大きい金額かなと思いますけど、これはどういうことが原因なのか、教えていただき

たい。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 今回の不用額の関係でございますが、２６年度商工会の局長が変わりまして、その部分

での人件費の減額分という形の不用額ということで計上させていただいています。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。ほかありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 商工振興費の中のコミュニティセンター建設資金償還金補助というところでちょっとお

伺いしたいですが、これは１千７６万円毎年かかるわけでありまして、その他にコミュニ

ティセンターの維持費がおよそ７００万円と毎年出されていますが、現在コミュニティセ

ンターの中は、商工会と観光協会がセンターに入っておりますけども、来年から観光協会

が旧レストハウスの方に移転した場合、ますますセンターの人の往来が少なくなるという

ことが予想されるんですけども、町として中心部であるセンターの今後の活性化に向けた

活用方法は考えているのかどうか。その辺お伺いしたいです。 

 

○勝又委員長 

 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、コミュティセンター維持管理の部分でございます。

この関係つきましては、現在商工会が中心となって維持管理を行っていただいているとい

うのが実態でございます。御指摘の部分の観光協会の部分が明年度以降ということでお話

がございますが、コミュニティセンター部分につきましては、まちの中心部の中の施設と

いう形で従前の形で活用を行っていきたいということで考えてございますが、新たな取り

組みの中で今後どうするかというのは、関係者も商工会とも協議をしながら進めていきた

いというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 今後協議をするということなんですけども、やっぱり街の中心部であるところを行政側

から閑散化する状況をつくることに対して、何らかの方策を持って街中をやはり閑散化に

ならないような仕組みづくり体制を随時つくっていくようなことを考えていかないと。 

当然今回、旧レストハウスの改修によって観光拠点とするために観光協会が移動するわ

けですけども、移動したことによって、コミュニティセンターがどんどんどんどん人離れ

をおこすようなことになったら全く意味がないようになっていくことは想定されますので、

やはり速急にこういうところにも賑わいが戻るようなやはり何か打開策といいますか、打

開案を行政側からどんどん発信していただきたいというふうに私は思います。今後協議す

る上において、当然商工会と町が協議するわけですけども、そこに商工会だけでなく、町

の中央商店街多数ありますので、そういった若い方もそういう会議に参加させるなどして

いいアイデアをお互いに出し合うような場を作るってことが大事ではないかなと思います

んで、今後そういうふうに押し詰めていただければと思います。 
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○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいま商工会のコミュニティセンターの部分で各種販売イベントといいますか。年間

通しまして定期的な部分でいろいろなセールだとか抽選会だとかわくわく商品券の販売だ

とかそういう部分で街中のコミュニティの中心という形で、今商工会の方でもいろいろ事

業展開しながら活用をしていただいているところでございます。これの関係についても継

続的にも実施をしていく形でお願いをしてきていきます。その他に新たな何か事業展開が

できればというふうにも考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 実は昨日もコミュニティセンターでアコースティックのライブが夕方までやっておりま

した。私も通りましたら、多数車が停まって、やはりやっぱり何かやることによつて人が

動いているんだなと実感できるわけですよ。特に日曜日である街中、ほとんど人が歩いて

いない状況なんで、そういったことを常に民間人が主催でやっている訳なんで、今後行政

側からそういった事業をどんどん行うように進めていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 商工会ともいろいろと協議をしながら進めていきたいと思いますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ほか、ございませんか。なければ進みます。 

 

○勝又委員長 

 ２目観光振興費、６４ページ～６６ページ。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 観光振興費地域イベント支援事業費の中であります。産業まつり実行委員会補助３６０

万でありますけれども、産業まつりについて、ちょっとお伺いしたいと思っております。 
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今年も大変多くの方々に会場に足を運んでいただいてとても賑わったというふうに思っ

ております。数年前から緑ヶ丘公園からモトエカ広場会場を移されたと思いますが、町民

の方からさまざまな理由で緑ヶ丘公園に戻してほしいなんてことを結構聞くんですけれど

も、今後の産業まつりをモトエカ広場の方で行う予定でいるのか、今後どういう形で考え

ているのかということを聞かせ願いたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 産業まつりのモトエカ広場での開催の関係でございますが、これにつきましては、２５

年の町の記念イベントの中で、モトエカ広場で開催したところを契機にモトエカ広場での

開催という形になりました。産業まつりの実行委員会の中でいろいろ話をした中で、記念

イベントの次の年からもモトエカ広場というような形でお話がありまして、産業まつりに

参加いただいた方にいろいろとアンケートと出店者からのアンケートをとりまして、その

中でモトエカ広場での開催という部分で多数の御意見をいただいたということでございま

して、その中でモトエカ広場での開催という形に現在まで至っております。今後につきま

してもやはりモトエカ広場の部分でいきますと平らなところでという部分で障害者の方、

車いす等も乗り入れが可能だという部分もございます。ある程度施設部分も整備されてい

る分もございますので、今後もモトエカ広場で開催を考えていきたいというふうに思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 いろいろアンケートというか聞いた中で、モトエカ広場の方が良いという声が多数だと

いうことで町としてはそういう形ですと。ただ今まで例えば緑ヶ丘公園で出来ていた行事

もできなくなってしまったのかという声も結構聞かれるのと、もう一つ問題だなと思って

いますのが、駐車場の関係です。緑ヶ丘公園の時は民間の方の畑を使わしていただきなが

ら、いろいろな諸問題があってこちらに移ったかなと思いますが、今のモトエカ広場です

と周りに駐車場があると。ただ今年みたく９千名来られたという形の中で、役場の方の駐

車場もいっぱいになった。他のもいっぱいだ。最終的にどうなったかというと住宅街の中

の路上駐車がすごく多くなってしまったんですね。そこに住んでられる方々の車が出しづ

らいとか、いろんなイベントをやる以上いろんな諸問題とつきまとうのですが、さすがに

住宅街の中で、近隣の住宅の方に迷惑が掛かっていくことは問題なのかなというのもあり

ますので、今後それも全部含めながらいろんな検証していただきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問で、確かに来場者が非常に多かったと。ゲストの関係もあったのかな

と思っているのですが、昨年まではさほどこんなに車の関係で苦情等なかったんですが、

今年に関しましては、やはり民間、個人の住宅内とか、そういうところで駐車をしていた

という部分の実態も把握できました。今後駐車場確保につきましては、いろんな部分でし

かも民間業者駐車場を借りるなり、そういうところで確保に努めてまいりたいというふう

に思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか観光振興費。池下委員。 

 

○池下委員 

 観光振興費の中で６５ページのパパスランドの指定管理業務委託料についてお伺いしま

す。ここに１千５０万と書いたんですけども正確に１千１５０万だったんではないかと私

は記憶しております。３年間で３千４５０万出してきておりますが、当初、緑の湯も札弦

パパスランド指定管理業者が委託した中で、この金額が決まったんですけども、今現在緑

が別の指定管理になりましたけども、パパスも利益にもよりますけども、今後契約が３年

間と決まっていますが、そういった場合、年間の委託料の変更は考えているのかどうか。

まずそこら辺をお伺いしたいと。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 パパスランドの委託料の関係でございますが、御指摘のとおり当初の３年の中では１千

１５０万という数字でなっておりましたが、２６年度の部分については、１千５０万とい

う形で金額を減額しております。この金額については、３年間の限度額ということで金額

を設定してございますが、その範囲内という形で委託料の支出をしているところでござい

ますが、２６年につきましてはパパスランドの方からの申し出もありまして１００万を減

額した部分での交付という形で行っています。今後、今年度で委託の関係が３年の契約満

了という形にもなります。その中で現在委託料の再計算といいますか見直し関係は含めて

行っているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 見直しを考えているということでありますけども、緑の湯、それからパパスともに指定

管理を出して、お金が発生しているわけですけれども、緑清荘に関しては無料であるとい

うふうにに決まっております。しかしそういった中においてこの１千１５０万、決まった
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段階で当初パパスランドを新築する時に予定金額が６００万ぐらいという予定金額だった

わけですよ。当初。新築する前は１千８００万だったと私の中では記憶しているんですが、

新築した場合はそんなに金額は大きく膨らまないと。年間およそ予定としては６００万ぐ

らいという予定であったんですが、実はこれ決まったのは１千１５０万と。その当初予定

から見ると約倍になったわけですよ。そのときは当然、その緑の湯等も全部抱えておりま

したので、これぐらいないと運営ができないのかなと思っていたんですけれども、やはり

こういった新しくなって観光客もどんどん増えていく中で、やはり当初の予定の金額まで

とはいかなくても、相当の大幅な減額するぐらいの見直しを行っても私は良いんじゃない

かと思うんですけれど。今後協議しなければならない事項なのかなというふうにも思いま

すけども、当初予定から見ると倍になっているってことで、もう一度やっぱり再確認、再

検討をしていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問パパスランドが新しくなりまして、平成２５年から新しくなったとい

うことで、２年間の実績等も踏まえながら、委託料の関係については見直しをかけるとい

う形で今考えてございますので、その分につきましては委員会等でご協議をさせていただ

きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 パパスの話はそのぐらいにしまして、同じ観光振興費の中で斜里岳山小屋の管理事業費

についてお伺いしたいんですが、これ先週の話でありますけれども、登山道の下りの新道

に関してですが、数年前から言っておりますけども傷みがもうひどいと。これ登山してき

たその人たちからですと、やはり管理人の方にそういったお話をされているってことも実

は聞きました。日本の百名山として斜里岳が登録されているわけでありまして、やはり百

名山として恥ずかしくないようにきちっと整備をする。そして交流人口の増加をするため

にもいつまでも道の方からの補助金を当てにするのではなくて、ここは自前でやるような

体制。そして、毎年少しずつでもきちっと修繕をしながら、うちの町の観光の目玉でもあ

りますからやることが当然ではないかというふうに思いますけども、いかがですか。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 斜里岳の関係でございますが、この関係につきましては、ここ数年ずっといろいろと論
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議をさせていただいているところでございます。今年、具体的に振興局、南部森林管理署

含めた中で整備の関係について協議をさせていただきました。その中でなかなか補助の部

分では振興局も南部森林管理署の部分でも特に事業の予定はないというな回答しかござい

ません。その中で町として何とか整備を進めていきたいと。清里町にある百名山という部

分で何らかの整備はしなきゃならないということで、ただ整備の部分に関しましてもいろ

いろな制約があるということで、用地の借受けだとかそういう部分もいろいろと南部森林

管理署のほうからお話をいただいたり、小破修理の関係については、従来通りの形で問題

ないんですが、ある程度大きな事業という形で考えていきたいということで、ご相談して

いるところなんですが、そうなりますとその形状を変えるということで、また新たな手続

きが必要となってくるという部分もございましてなかなか前に進んでいかないというのが

ございます。 

この関係につきましては、来年に向けて再度振興局と南部森林管理署、町、観光協会含

めた中で今後のやり方とそれらについて再度協議をして実施の方向で進めていきたいとい

うことで、現在進めているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、課長の方から南部森林管理署とか振興局とか話出ましたけども、私が思うには、例

えば大がかりな工事によって全く形状が変わるようなものであれば、当然これは許可も必

要ですし環境省の許可も必要でしょうけど、修繕をするというふうに関しては、許可は必

要ないというふうに私聞いているんですよ。そういった中において、今年予算１００万く

らいつけたと思いますけども、それは一体どういうふうになっているのか。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 今年、道路の整備ということで登山道の整備ということで予算計上させていただいてお

ります。そして振興局、南部森林管理署と協議を進め、こういう形で実施をしたいという

ことでお話をさせていただいたんですが、その中で先ほども申し上げましたとおり、形状

を大幅に変える整備については、新たな施設の増設という形になるので許可申請が必要に

なってくるというようなお話をいただいております。その部分で今年に関しては、大掛か

りなものはできないという判断で小破修理の部分で終わらすと考えています。申請につい

ては、今どういう形で進めるか南部森林管理署振興局と協議をしながら、実施に向けての

協議を行っているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 今私が質問した１００万円は、使ってないということですか。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

小破修理部分で若干使っているんですが、当初考えていた規模での整備ができないとい

う部分でございますので、全額の返還という形にはならないかと思うんですが、小破修理

の部分では利用しているということでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 斜里岳は、今年から斜里岳友の会が出来ているのは知っていると思うんですけれども、

そこに町長も登録されて会員になっているって話も聞いております。昨日、友の会の方と

おおよそ１０名、斜里岳数カ所整備をしたという話を聞いております。あくまでもボラン

ティアでやっているんですよ。そういう登山道の話をして金額は云々という話じゃなくて、

うちの町にとって斜里岳って何なんだ。この管内で清里町は何があるんですかって聞かれ

たら、まず焼酎か斜里岳なんですよ。解りますよね。そうした中において、町長も前から

言っているとおり、交流人口を増やしていくために何が必要か、何をどうやったら交流人

口が増え、定住・移住これが増えていくのか。根本的なところですよ。登山道で１００万

をつけようと２００万つけようと予算をつけたって整備がされないなら、全く意味がない

んですよ。我々議会もですけれども、春になったら名刺をつくりますよ。当然焼酎工場、

バックに斜里岳、これ入った名刺作っていますよ。あちこちの人にあったら配りますよ。

この斜里岳に皆が来てひどいよと、要するにネット上で書き込まれていると知っていると

思うんですよ。そしたらやはり何とかしなきゃならないというふうに普通は思うんですよ。

もう少し真剣に、道路だけの問題でなく全体を網羅した中でうちの町をどうしていくのか

ということを考えたときにそういった発想にならないと私はおかしいんじゃないかなとい

うふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 斜里岳に関しましては、町の顔という部分私も理解をしているところでございます。た

だ道の自然、道の指定の山と、それと森林管理署では保護林というような部分のいろいろ

指定がかかっているという部分もございますので、そこの工事関係、手を付けるとなると

それなりの手続が必要になってくるという部分もございます。早急に事業関係進めたいと
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いうところは私もあるんですが、なかなか相手のあることでございますので、その辺も含

めて協議をしながら、今後早急な対応が出来るよう取り組んで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。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 ３目オートキャンプ場費、６６ページから６７ページ。 

前中委員。 

 

○前中副委員長 

 オートキャンプ場の委託料の関係でちょっとお尋ねしたいんですけども清掃業務委託料

が２５年度決算に比べてかなり減額の中で、今年度３９万５６９３円の計上なんですけれ

ども、一昨年２５年度は１４０万ぐらいの計上だったかなと思うんですけども、その辺、

人員的な部分で清掃回数減らしたのか、あるいは違う方策で維持管理ができるということ

で、これだけの減額になってきたのか、説明願います。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 只今の御質問でございますが、入込の関係で利用の部分で手間のかかるバンガローだと

かコテージ部分の活用が多くなれば、そういう出役も多くなるという形になりまして、２

６年度から委託の部分で、清掃と草刈りと細分割として予算計上させていただいていると

いう部分もございますので、それで清掃については数字的に落ちたような数字になってお

りますが、細分割させていただいたということでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

清掃業務を大きなくくり中で従来どおり決算していたのを変えて、今回からは個別とい

うか清掃業務あるいはごみの分別種々を分けて計上したというふうに理解して良いという

ことですね。 

この話になるんですけども、このオートキャンプ場。私もちょっと認識不足だったんで

すけど、評価高いんですよ。そこはなぜかといったら清掃がすごく行き届いているという

評価が道内的にも本当に素晴らしいオートキャンプ場、特に水回りの清掃がステンレスが

ピカピカ。そういった嬉しいことなんですけど。今後はこんな形で予算的にかなり削って

いるものですからかなり絞ったのかなと。これ以上磨きようがないからもうやめたのかな
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と思ったんですけど、逆に言えばその良さあるもんですから、やはりきっちりすすめる。

そして利用実態。確かにオートキャンプ場は確かに減ってはいるんですけども、今先ほど

斜里岳の登山客がやっぱり当町の宿泊施設あるんですけども、このオートキャンプ場も利

用する登山者がかなりいるんですよ。そこには家族連れでバンガローを利用して自分たち

で炊事をするといったときに、本当にきれいだねという意識があって、利用者も汚さなく

なっているって話なんです、逆に。やっぱりもっと周知じゃないですけど、今まで以上に

そういう人たちでは、認知されているもんですから。やはり町としてもそれなりの分別の

仕方だとかも、あるいは水回りとかバンガローだとかもある程度はきっちり管理できる体

制で従来通り今後も進めていただきたい。確かに３００万何がしの利用料金あると思うん

ですけども、今まで従来どおりの形で進めて行けるものなのか、そこも合わせて説明して

いただきたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの議員のご質問のとおり、アンケートという部分で、かなりきれいだというこ

とで好評をいただいているところです。リピーターの方も多くいらっしゃるということで、

大変うれしく思っているとこでございまして、清掃の委託料については、先ほども言いま

したとおり減額したわけでございませんので、細分割したためにそういう金額になったと

いうことで御理解いただきたいというふうに思います。 

今後も清掃の部分、大変良い評価をいただいている部分がございますので、これにつき

ましては継続的に行っていきたいというふうに思っております。今後の利用部分でいろい

ろ若干ですけども、やっぱり利用者は減ってきているという実態でございます。その中で、

どのように増やしていくかという部分もあるのかなと思うんですが、なかなか町の施設で

の中でのＰＲというのが存分にできていないというのもございます。こちらの関係につい

ては、ホームページ等で周知をしながら今後も活用の促進に向けてＰＲしていきたいとい

うふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 関連なんですけれど、利用の中で当町における小学生だとかの利用実態は、２６年度は

ありますか。 

 

○勝又委員長 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

 具体的な部分では調べていないんですが、学校の野外活動で利用されているということ

で、年に２回ぐらいの活用ということで学校教育の一環の中なもんですから利用料だとか

そういう部分の徴収をしてないと。無料での活用という形になっておりますので、人数的

な部分は正確な数字は把握しておりませんので、御理解いただきたいです。 

 

○勝又委員 

 よろしいですか進みます。 

 

○勝又委員長 

 ４目江南パークゴルフ場費、６７ページから６８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。無いようですので、ここで説明員が交代となり

ます。暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

 

○勝又委員長 

 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、６８ページ～６９ペ

ージ。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 道路維持費修繕事業ということについてちょっとお聞きしたいんですけども、今年度の

事業成果の中で道路の維持補修などの計画的に実施され、利用者の利用向上と安全性が確

保されたと効果欄に書かれておりますけども、点検その他道路維持を大変ご苦労されてい

る中でまだ残念ながら、全部の方が満足できるかというと車の方はどんな道路でも走れる

んですけども、人、歩く方、交通弱者について。歩道の部分についてどのように点検され

ているのかということと、どのように修繕の方が計画的に進められいてるかについてお聞

きしたいんですが。 

 

○勝又委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいまの御質問ですけど、道路維持に関しましては御存じのとおり、指定管理業務の

中で点検を行っています。具体的に言いますと月２回、指定管理業者が道路を見回って修

繕に必要なところがあれば、自分たちの判断で修繕を行っています。またそれ以外につき



65 

ましても、ものによっては直接役場の方に苦情要望があります。役場の方で受けまして指

定管理の方に伝えて、修繕の方に行くということで、日常の管理は行われています。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

指定管理で道路維持されていることは承知なんですけれども、私もこの立場になったと

きに余り気にしなかった車でしか通ってなかった場所が、非常にやっぱり交通弱者にとっ

て気を使って維持管理されてない部分がかなりあるというふうに最近認識しました。 

その中で一番問題なのが、この点検の項目の中に歩道入れてないんだよということであ

れば、これは再度これから計画的入れていただきたいと思うんですけども。１つ例を言い

ますと町の中１５号か１６号と町の中と新町の中を歩いて通るところは１ヶ所しかない。

車の場合は、三線道路の方あるいはセイコーマートの方ですか。車では何カ所もあるんで

すけども、歩いて通るところは１カ所しかないですね。そこが健常者でもつまずくぐらい

の起伏があります。歩道を歩こうとすると。しかも歩行器ですか。お年寄りが歩行器では

歩道は全く歩けないです。あそこでは歩けないのが現実です。少しつまずくとかそういう

ことでなくて、完全に歩けないんですね。あそこの歩道を歩かず全部車道です。しかも私

も父が車いすの状態の時、車いすでは全くだめです。普通の歩道のところでもだめです。

ですから、歩道について再度検討していただいて、これは指定管理の仕事ですってことじ

ゃない。あくまでも事前に点検していただきたい。大枠で指定管理者にどう点検をしても

らうかというのは、行政側の部分だろうと思いますんで、ぜひこの辺を次年度の予算の中

では、この点検調査の中に組まれているようですけども、これが足りないんであれば、さ

らに次年度計画的に最低片方に危険のないように通れる工夫をしていただきたいと。以上

です。 

 

○勝又委員長 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 指定管理業務の中での点検の中で車道歩道の区別はなく、一連として点検していただい

ていますが、現実的にパトロール車で行われております。その中で今おっしゃられました

歩道の部分での見落としというものが、もしかしたらあるのかも知れません。今話された

路線につきましても早急に調査いたしまして、それが部分的なものであって、しかも通常

の維持管理の中で行われるものであれば、早急に対応したいと思いますし、またそれらの

路線全体に及ぶものであって、路線全体修繕が必要となればまた改めて予算を組んで、そ

れが指定管理の中で行うべきかは、また別に全体として町の事業として行うべきか、その

辺は検討してまいりたいと思います。 
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○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 ぜひ期待していますが、指定管理で道路の車道・歩道関係なしにと言った時に、ここの

予算が本当にその分で良いんでしょうかという部分をまた検討していただきたいなと思い

ます。全路線に全部でなくて１つずつ解決できるところでも、絶対すぐにやらなければ場

所だけは検討して、直に歩いてみてください。かなりひどいんですね。私もまちに車を置

いて通ったときに、やはり車道を歩く歩道では躓いてしまうというような部分もあります

ので、是非その辺のすぐ手につけなきゃならん場所については、早期に見ていただいて、

検討していただきたいと思います。以上です。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 点検につきましては、指定管理の方で行っているものもありますし、先ほどお話しまし

た地域の方から苦情要望がくることもあります。それ以外では自分たちが通常歩いていて

気が付いたものも指示することもありますが、より一層我々自身が歩いて、調査して、必

要であるものがあればその辺を協議して進めてまいりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

ほか、ありますか。 

 

○勝又委員長 

 ２目道路新設改良費、６９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２項都市計画費・１目公園費、６９ページから７０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ３項住宅費・１目住宅管理費、７０ページ～７１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２目住宅建設費、７１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。それでは、説明員交代となります。暫時休憩お

願いします。休憩中に消防費の審査を行います。 

（休 憩） 
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○勝又委員長 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費、７１ページから７２ページ。 

池下委員。 

 

○池下委員 

 まずお伺いしたいんですが現在救急救命士何名おりますか。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 救命士の数ですが清里分署におきましては６名の救命士がいるような形になっておりま

す。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この６名というのはもう大分前から６名だったと私記憶しております。人数を増やして

ていくという計画はないでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 現在の消防分署につきましては、１５名の、私をいれて１５名の職員がおりまして、そ

の中で救命士については、６名。この人数で今のところは大丈夫というような形をとって

おります。参考までに小清水分署が７名、斜里につきましては９名、ウトロにつきまして

は６名という形で、うちの分署の規模からすると大体６名程度で賄えるのかなというふう

に考えております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

平成２６年度について救命士の資格を持っている隊員の方が全員病院研修を行ったのか

どうなのか。お伺いします。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 
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○消防分署長（野呂田成人君） 

 病院研修につきましては、委員御承知のとおり救命救急資格を有する救急隊の標準的再

教育プラン、こちらの方でありまして、２年間で４８時間１時間１ポイントで、４８ポイ

ント。病院実習につきましては、６名中１勤務の都合等もありまして、５名の隊員が行っ

ておりますけれども、２年間で４８という形になっておりますので、その１名につきまし

ても、本年度実習を予定しているところであります。以上です。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ６名中５名。今年受けていない人は受けるということなんですけども、研修というのは

病院側とそれから医師とのコミュニケーションが特に大切になってくるのかなと思います。

やはり１１９番通報をする町民にとって、この救命士は命の綱でありますから、毎年しっ

かりと研修を行った中で技術の向上目指してほしいと思います。それと項目変わりますけ

れど現在、本部付の女性隊員は何名おりますか。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 まず先ほどの病院実習ですけれども、今まで斜里国保病院でしたが、今年は１０月１１

月で小清水赤十字病院さんも病院実習を受けてくれるということでなっておりますので、

隊員の病院との繋がりについては今以上にですね、図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

続いての質問であります。団員の本部付女性消防団という形でいきますと現在のところ

６名の１０名定員で６名の団員が女性消防団として活動していただいている形になってお

ります。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この女性隊員が発足してから１５～６年経ちますか。当初できたときに１０名。清里本

庁が６名、札弦緑と各２名いたわけなんですが、札緑は何名で清里は何名なんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 
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○消防分署長（野呂田成人君） 

 消防分署長現在６名につきましては清里が４名、札弦が１名、緑が１名の計６名という

形でやっております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 そこでお伺いしたいんですが、本部の女性隊員が以前たしか二人ぐらいペアで独居高齢

者の家へ家庭訪問をしていたという経緯があるんですけども、現在でも行っておりますか。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 現在もですね。今年につきましては８月に実施をしております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 どの程度実施しているのか、何戸ぐらいやっているのか。解れば教えていただきたいの

ですが。実は独居の高齢者部分に関して、家庭訪問は予防費のほうでも、特定高齢者家庭

訪問を行う予定であったんですが、２６年度の実績はゼロですよ。ちょっと部署は違いま

すが。そこで消防の女性隊員がそういうふうにやっていたので、結構こういった高齢化社

会でひとり暮らしの方が８０歳以上超えた方が多くなっている現状を踏まえた中で、年間

どの程度やっているのかなというふうにちょっと思いましたので、分かれば教えていただ

きたいと。 

 

○勝又委員長 

 消防署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 詳しいちょっと資料を持ってきてないんで、だいたい例年消防の方で行く部分につきま

しては、住宅計器の煙感知だとかそちらを回っているんですけども、清里で８件、札弦４

件、緑で４件というような形で、数は少ないかもしれないんですけども、合わせると１６

件程度の家を回らせてもらっている状況です。 

 

○勝又委員長 

池下委員。 



70 

○池下委員 

 実際、こういうふうに家庭訪問独居の家庭訪問やっているのは、消防の女性本部付けが

やっている現実で、ほかの部署ではやっていないんだとこの資料でわかるんです。やはり

１６件じゃなくて、もう少し件数を増やしていくなどして高齢者に対してはいろんな整備

はしていますけども、やはり高齢者って直接会って話をしたいというのが高齢者なんです

よ。そういった観点から例えば１件３０分でもいいですよ。できれば女性消防隊。今現在

６名しかいないということなんですけども、そういった人を十分機能を発揮していただく

ようにやっていただく様に思っています。よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 消防団につきましては引き続き同じ形で実施をしていただこうと思いますが、独居高齢

者に関しましては、消防の方に連絡している部分であれば、冷蔵庫に置く緊急キットです

とか民生委員さんですとか、そのような形も高齢者のところに行ってこうゆう状態だよと

消防の方にたまに連絡等もあります。女性消防団だけではなく、福祉サイドの方でも家に

回っている部分はあるのかなと。消防に絡みであると救急キット部分で回られているいう

んでないかなといういうような形になりますので、ご理解いただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他に前中委員。 

 

○前中副委員長 

 なかなか消防費に対して質問しないんですけど、１点だけ。２６年度中においては豪雪

ということで各分団の消防団員の方々が防火栓あるいは防火水槽の維持管理を除雪かなり

献身的にされております。皆さん御承知のとおり、今年かなり雪が重くてスコップでは大

変だったと、職員も大変だった姿を見てみますし、札弦における事案なんですけども、ト

ラクターでも歯が立たないところがあったんですよ。たまたま札弦地区、もともと木材事

業者があります。歩道に防火栓かあるところが何カ所かあります。そこが鉄板状のもので、

かなり劣化が激しく湾曲している事案があります。そういった意味でもやはり機械で確保

しないと歯が立たない状況で、そういった消防団の中の派遣出動で行っていると思います

けども、その辺現場からそういう要望等とその出役に対する費用的なものは検討されてい

るのか、出しているのか。ちょっとそこら辺もあわせて説明願います。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 消防に係る消火栓等の防火水利関係こちらにつきましては、職員それから団員それと議
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員御指摘のとおり大変重たい雪だということで、除雪につきましては、委託費で見ている

部分がありますので、その予算の範囲内で現在も実施している形となっております。また、

議員から以前御指摘いただきました歩道の防火水槽の関係につきましても、現場の方は確

認をしているところでありますが、どうしても歩道の上に除雪の重たい雪が残ってしまっ

ているっていうところがありまして、鉄板が曲がっているっていう事実も把握しておりま

すんで、水槽等の要件がありますけども、それらを見まして、もしそこが撤去できたり、

場所の移設ができるようであれば、今後それらについて検討させていただきたいなと考え

ておりますので御理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 今説明がありましたけど、防火水槽の設置基準というところがやはり１つ過疎が進んで

人口減に伴う必要なことは解りますし、ただやはりそこはどうなんだという防火水槽もや

はり点在しいているという現実があるのかなと思います。そこは基準に照らして合わせな

がら、今後整備か小破修繕できるんであれば、そういう形でやはり継続的にメンテナンス

いただき管理していただきたいなと思うんで、その辺よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 御指摘のとおり計画的にやっていかなければいけない部分なのかなと思いますが、まず、

平成２６年度はたまたまゼロ件ですけれども、２５年度におきましては１件減っていると

いうございますので、分署職員で見回り等も行いながら、実施をしていきたいなというふ

うに考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。なければ以上で消防費を終わります。ここで１１時５分まで休憩とい

たします。 

休憩  午前１０時５３分 

再開  午後１１時 ５分 

 

○勝又委員長 

 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。９款教育費・１項教育総務費、１目教育委

員会費、７２ページ。 

 

○勝又委員長 

 ２目教育諸費、７２ページ～７４ページ。堀川委員。 
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○堀川委員 

 交換留学生の受け入れ体制についてお話をさせていただきたいと思います。今現在交換

留学ということで清里高校とモトエカ高校で双方の子どもたちが、交換留学ということで

盛んに交流されているところであります。受け入れの体制ですが、大体年間を通して来て、

現在はいないという訳ですが、清里に訪れて留学をしている子供たちにとって、いかに清

里で充実した留学生活を送ってもらうかということで受け入れ体制をもうちょっとこうし

たら良いんじゃないかという点が自分なりに４つほど気になる点がありますので、そのこ

とをお話しさせていただきたいと思います。 

まず１点ですが、受け入れ家庭についてですが、なかなか積極的に受け入れしてくれる

家庭が少ないということで、子どもによってはある程度年配の夫婦の家庭に受け入れてい

ただいたりだとか、そういうようなこともをお聞きしておりますし、できるならば清里高

校に通っている家庭で受け入れてもらうというのが一番よろしいかなというふうに思うん

ですけども、その辺の受け入れ家庭の整備といいますか。受け入れてもいいですよという

ような受け入れ体制の熟成といいますか。そういうような取り組みが若干足りないのかな

という気はしておりますので、その受け入れ体制を家庭の整備をしてほしいというのが、

１点。 

それと２つ目ですが、留学している子供のケアといいますか。家庭があって、高校があ

って、そしてその間に入る教育委員会がありますが、３者の連携がもうちょっとしっかり

とれていれば、子どもも安心して学校生活を送れるだろうし、受入れ家庭の方もいろんな

心配ですとかそういうものはやはり持つんですけども、その辺の連携がとれていればお互

いの不安が取り除けられていくんだろうなとそんなふうに思います。 

３点目ですけども、留学生に来ている子どもが、その留学期間で充実した生活を送れる

ための工夫といいますか。その工夫をもう少し出来ることがあるのかなというふうに感じ

ています。例えばですけども、なかなか日本語がわからないで来る子供もいるわけなんで

すけども、高校の授業によっては日本語がわからないせいでその授業についていけないの

で、高校の方の配慮なのかもしれませんけども自習をさせているという時間も結構あると

いうふうに聞いております。せっかく留学に来て自習をしているのではなかなか楽しくな

いでしょうし、交流でも上手くいかないと感じますので、できるならば高校内での交流も

必要でしょうけども中学校に出向いたりですとか小学校に出向いたりするですとか、そう

いう交流をさせてあげられる時間。自習をしているぐらいならばという話ですけども。そ

ういう時間をとってせっかく来ているんですから、町内全体で交流できるような形になっ

ていけば良いなそういうふうに思います。 

それと４つ目ですが、その留学している子供にとって、いろんな不安が生じたときに英

語でコミュニケーションをとれるＡＬＴですとか御相談に乗ってあげられる方が身近にい

れば、良いわけなんですが、清里の場合ですと相談に乗ってあげられる方が数名しかいな

いということで、できるならば他の町村との連携をとりながら他の町に来ている留学生と

お互いに交流をとる機会を持たすですとか、留学を扱っている国際交流協会ですとかそう

いうところも連携をとりながら、子どもの不安を取り除いてあげられるようなサポートを

しっかりとっていければいいなとそのように思います。以上４点気がついたことですが、

その点について何かあればお答えください。 
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○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 堀川委員からの留学生に関係する御質問とそれから堀川委員からのいろんな提案がござ

いました。４点ほどあったのかと思います。 

まず、ホームステイ関係でございますけども、委員御指摘のとおり、一番良いのは清里

高校にお子さんをお持ちの家庭でホームステイの方を受け入れていただくのが一番良いの

かなというふうに教育委員会でも思ってございます。清里高校につきましては、希望する

第１学年全員がニュージ―ランドに派遣してということで、その派遣をした家庭を中心に

受け入れについてお願いをしているところでございますし、全町民に対しましてもチラシ

等でホームステイの受け入れについて、受け入れ家庭について募集をしているところでご

ざいます。なかなか受け入れ家庭が見つからない状況でございますが、個別に当たりなが

ら、この受け入れ家庭については今後も清里高校生を持つ家庭を中心にお願いをしてきた

いと思っているところでございます。 

それから２つ目が留学している子どもへのケアの話かなというふうに思います。御指摘

のとおり家庭、それから留学校であります高校、それから教育委員会、この３つの連携が

大切ということで、学生の不安を取り除く上でも３者が今まで以上に連携をとりながらケ

アをしていきたいというふうに思っているところでございます。 

それから３つ目、充実した留学生活を送るための提案だったかと思います。これにつき

ましても、現在高校が中心となって留学生活を送っているところでございますが、中学校

の方にも一部に留学生にいってもらっている場面もございます。今後先ほど委員からも提

案ありました高校だけではなく、小学校それから中学校とも連携しながら、そちらの方に

も留学生に行ってもらいまして、交流を図っているような機会を持っていきたいと思いま

す。こちらにきてずっと学校で実習という話もありましたけども、そういうことのないよ

うに留学生活が充実したものになりますよう、これから対策をとっていきたいというふう

に思います。 

それから留学生の最後の４つめが相談体制の関係でございました。ＡＬＴとの連携とい

うことで町内にも今委託をしておりますが、そこからＡＬＴ一人を派遣して行っていると

ころでございます。それら等の留学生の交流それから他町との交流の話も提案がありまし

たけども、近隣にもＡＬＴを通しまして派遣されている教育委員会も派遣をしている教育

委員会もありますので、それらのＡＬＴと連携もとりながらその留学生の相談体制も含め

まして、とっていきたいというふうに考えてございます。 

いずれにしましても現在清里町には留学生が来ておりませんけども、１２月以降にまた

こちらの方にきたいという希望者がいるとことも聞いておりますので、各方面と連携を取

りながら、留学生の受け入れ体制を充実したものにしていきたいと考えています。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 
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○堀川委員 

 この交換留学の制度は、非常に子供たちにとっても、地域の子供たちにとっても、非常

に良い交流活動等と思いますので、来る留学生にとっても受け入れる清里町の子供にとっ

てもお互いに充実した交流ができるように、英会話力も含めまして国際交流国際理解も深

めるということで、ぜひともしっかりと進めていっていただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま堀川委員からご提案ありましたことも踏まえながら、今後の交換留学生の体制

につきまして、本町の国際理解教育、英語教育の推進に向けまして充実したものにしてい

きたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

他、教育諸費について。なければ進みます。 

 

○勝又委員長 

 ２項小学校費・１目学校管理費、２目教育振興費、７６ページ～７７ページ。一括審査

でお願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ３項中学校費・１目学校管理費、２目教育振興費、７７ページ～７８ページ。一括で審

査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費、７８ページ～７９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２目生涯教育費、７９ページから８０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ３目生涯学習総合センター費、８０ページ～８２ページ。池下委員。 

 

○池下委員 

 １点だけお伺いしたいんですけども。生涯学習総合センタ－費ということで、駐車場の

方整備いたしまして、夏に合宿等の誘致ということで整備をした経緯があると思うんです。

たしか２６年度は来ていなかった気がするんです。今後あの場所を活用したそういう団体

に来ていただくのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 
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○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

池下委員からの御質問につきましては、学習センターの駐車場の関係かなというふうに

思いますけども、あそこにつきましては多目的に使えるように整備をしたところでござい

ますが、現在バスケットゴールがありますけども小学生が毎日のように使っているところ

で、またインラインスケートにつきましても整備をさせていただきまして、土日になりま

したら、現在小中学生の方が利用しているところであります。 

それに関わります合宿の関係でございますけども、合宿につきましては、過去に専修大

学のスケート部が夏の陸上のトレーニングということで、駐車場について活用していただ

いた経過はありますけども、その後合宿ではなかなか誘致活動行っておりますけども、活

用がない状況でございます。ただ町内のスケート少年団ですとか、そういう団体等にシー

ズン前の練習場所としまして、活用いただいておりますし、今後におきましても合宿で活

用も当然これから周知を含めて行っていきたいというふうに考えてございますが、子供た

ちから合宿含めまして有効に活用されますよう児童等含めまして、進めていきたいという

ふうに思ってところです。 

 

○勝又委員長 

他ありますか。なければ進みます。 

 

○勝又委員長 

 ４目図書館費、８２ページ～８３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費、８３ページ～８５ページ。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 保健体育総務費のテニスコート管理運営事業費についてお伺いいたします。テニスコー

ト、高校前でありますけども、年間どのぐらい利用があるですか。また別の使用用途と等々

もあるのか。また今後どのような展望を持っているのかということをお聞かせ願いたいで

す。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

 



76 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 テニスコートの利用状況でございますが、平成２６年度におきましては４０５名、６名

の利用がございました。昨年から４面テニスコートありますけども、そのうちの１面をゲ

ートボール場としまして整備をいたしまして、２５年度はかなり利用者が減ったところで

ございますが、２６年度ゲートボールの利用者それからテニスの人口も最近また少し増え

てきて、テニスについても活用していく状況でございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、平成２６年度で４０６名という利用状況だということですが、その中でゲートボー

ルで使われている方、テニスで使われている方の区分けは解っているんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 平成２６年におきましては、ゲートボールで使っている方が８割から９割。残りの１割

から２割がテニスで、ほとんどゲートボール利用が多くなってございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、平成２６年度で使用８割がゲートボールと。先ほどの御説明の中にありましたテニ

スコート４面のうちの１面がゲートボールで、残り３面がテニスですね。残り３面はその

まま今後はとりあえずテニス場として使用していきたいというふうに考えておりますか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今委員からお話があったとおり、現在では今年度も１面をゲートボールコースとして使

用しておりまして、残りのコートにつきましてはテニスということで利用のほう考えてご

ざいます。現在２７年度になりまして昨年から比べまして、テニスを利用する方が若干増

えてきている状況でございます。今後、テニスコートの活用にあたりましては、いろいろ

利用者が少なくなっていくこともありますので、いろいろ検討して今後よい活用方策を考

えていきたいふうに思っております。 

 



77 

○勝又委員長 

他ありますか。それでは進みます。 

 

○勝又委員長 

 ２目トレーニングセンター費、８５ページから８６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ３目町民プール費、８６ページから８７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ４目スキー場管理費、８７ページ。池下委員。 

 

○池下委員 

 参考までにちょっとお伺いしたいのですが、現在緑のスキー場というシーズンどのぐら

いの人たちが利用しているのか。当然小学校とかですね。学校の授業でやっている子がい

ると思うんですけども、一般の人たちがどのぐらいいるのかちょっとお伺いしたいんです

が。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ２６年度の状況でよろしいでしょうか。緑スキー場の利用状況でございますが、利用人

数総体で２万５，９６３人が利用をしているところでございます。そのうち一般の利用の

関係でございますが、明確な子どもと大人の利用状況についてはちょっと手元に資料がな

いのでお答えできませんが、リフトの回数券ですとか、リフト券の状況を見ますと一般の

方の利用が６割ぐらい。６割強、一般の方の利用かなというふうに思っているところでご

ざいます。これリフト券の関係の数値ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

他ありますか。なければ進みます。 

 

○勝又委員長 

 ５目学校給食センター費、８７ページ～８８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 全体を通して質問漏れは無いですか。前中委員。 

 

○前中副委員長 

 教えていただきたいと思います。教育諸費の通学支援事業費なんですけれども、この中
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に遠距離通学バス業務委託料という形で、２６年度決算２千３万計上されている訳ですが、

これもまた同じように前年比較２５年とした中では、９０万弱の委託料の上乗せになって

いるのかなと思うんですけども、その要因種々あると思うんですけども、その点説明願い

ます。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ２５年度と２６年度の比較かなというふうに思いますけども、２６年度の増額分につき

ましては、上斜里江南線それから緑線両方とも燃料高騰分それから消費税の影響分があり

まして、その分が２６年度増額になってございます。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 ２４年度も２５年度と同じ金額なんですよね。今後の説明からすると消費税アップは２

４年度と２５年度。２４年度も同じ金額１千９１３万円の決算額。今の説明で燃料高騰は

重々わかりますけどそこら辺、ちょっと今の説明ではちょっと厳しいかな。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 平成２４年度と２５年度につきましては、委託料については同額でございます。２５年

度から２６年度でございますけども、２６年度につきましては消費税のアップ分、それか

ら燃料高騰分が増加ということで２６年度については２５年度と比較して増えてございま

す。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 この問題いろいろ何度か指摘したこともありますし、その利用実態も常に町民も利用さ

れているという報告も聞いておりますし、町民も何名か利用されている。報告ではわかっ

ております。そしてもう１つ同じように、この通学制度という形で清里町独自に通学支援

という形で毎年遠距離通学費補助。これも同じように出されているかなと思います。これ

は学校に通学する距離３・５キロ以上、５０円でしたか。そして１キロ増えるごとに５０

円の支給。これは全対象者に支給されているということで、理解して良いんですよね。小
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学校、中学校。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

ただいまのご質問につきましては、遠距離通学補助の関係かなと思いますけども、この

補助につきましては、家から学校までの距離が今おっしゃられたとおり、片道３．５キロ

以上の児童、それから生徒の保護者が対象でありまして片道３．５キロを超える分に対し

まして１キロメートル当たり５０円×往復×出席日数ということで、児童生徒対象につい

ては、３．５キロ以上超える方については、すべて対象となってございます。ただ遠距離

通学につきましてはバスの方もございますので、バス利用者につきましては、中学生のス

クールバスに乗車することも可能ということで、まずは遠距離通学補助の関係つきまして

は、先ほど言いました通学補助が第１優先というふうになってございます。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 通学補助が第１優先ということでいいんですね。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 小学生につきましては過去までの距離が３．５キロ以上については全員対象でございま

す。中学生につきましてはバス停までの距離が３．５キロ以上についてこの通学費の補助

については対象となります。 

 

○勝又委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 バス停までというくくりで理解していたものですから、今の説明によると学校までとい

う話かなと。そこの確認だったんです。 

いろんな状況がこれからもあろうかなと思うんですよ。いろんな事情で、小学校、中学

校、校区も１つあるんですけども、その時にも通学支援。判断することがあるのかなと思

うんですけども、現況の中で過去にもあったんですけども、江南小学校通われた事案があ

り、そのときにも通学支援じゃないですけども、そのときに同じようにこの通学支援制度

として支出したのかどうかと。そういう部分の場合は、出すのか出さないのか。ちょっと
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確認なんです。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 過去に新栄の校区の方が清里小学校に通学を変更した場合については、支給をしていな

いところでございまして今後についても同じだと考えているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 ほか全体を通して。河口委員。 

 

○河口委員 

 生涯教育費の部分なんですが、高齢者生涯学習支援事業費１６６万８千５１４円。この

中にことぶき大学部分については、この中に入っているのだろうと認識したんですが、そ

の中で、私がちょっと関係しているパソコンクラブが現在１３名おりまして、６台しか機

械がない、自前で持ってきていただいて、あるいは、大分古いＸＰという相当古いタイプ

のやつを何とか動かして３台ほど動かすという現状がありまして、その中で今、不用額と

いうのが１８０万という金額が不用額で計上されているわけですけども計画的な設備投資

は考えられているかどうかをお聞きしたいです。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 生涯教育費の関係、ことぶき大学の関係かと思いますが、今の不用額につきましては、

生涯教育費全体の不用額ということでご理解いただきたいというふうに思います。ことぶ

き大学につきましては、午前中学習講義で午後からクラブ活動と。その中で今おっしゃっ

たとおり、パソコンのクラブ活動についてもございまして、現在図書館のパソコンを活用

しているところでございます。図書館のパソコンの台数が限られているもんですから、個

人の方にノートパソコン等持っていただきまして、現在クラブ活動を行っている状況でご

ざいます。このクラブ活動につきましては、人数等制限等もかけながら行っていきたいと

考えておりましたが希望者が多くことぶき大学生の方から自分のパソコンを持ってきても

やりたいというような要望等もありましたので、今年度につきましては、そんな形で図書

館のパソコン以外に自前のパソコンを持って来ていただきまして、教室を開催するところ

でございます。今後におきましてもことぶき大学のこのクラブ活動やパソコンだけでなく

いろんな関係をことぶき大学生のニーズ等も考えながら進めていきたいと思っているとこ

ろでございます。 
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○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 現状の予算の中で理解する部分もあるんですけども、１つはある程度パソコンが使える

ようになったら、もうクラブ活動良いじゃないですかというような、まだ続けていきたい

けどそういう働きかけがあって、もうやめなきゃいけないんだろうかと。この生徒の中に

いる。これは全然違うスタンスなんだろうと思います。せっかく自分から積極的にやりた

い、年をとっても常に触っていなきゃなかなかで出来ないからということで苦労しながら

やれている方に、もう使えるようになったから良いんじゃないですかっていうことではな

いんであろうと。その時に、先ほど１８５万は生涯学習全体の余った分ですよってことで

すけども、それは必ずしも高齢者の部分だけじゃない。この中で、例えば１台そこに振り

向けることができなかったのか。あるいは、毎年１台、２台。本当にそんなに金額じゃな

いですね。それを積極的にできるだけ使っていただこうという前向きのことから検討して

いただきたいなと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ことぶき大学のパソコンクラブの関係でございますが、ここ数年パソコンクラブ加入者

希望者が確かに増えている状況でございます。現状では図書館を会場に行っているという

ことでスペースの関係もありまして、台数等が制限をされている状況でございます。今後

パソコンクラブのニーズ等も図りながら、今後のことぶき大学の運営、クラブ活動の運営

を含めまして、どのように行っていくのがいいのかいろんな方面から検討していきたいと

思っております。あと生涯教育の関係でいきますとパソコンクラブだけなくて生涯教育の

パソコン講座のほうでもパソコン教室等昨年についても実施しておりますので、それが講

座を利活用しましてパソコンに対応し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いうふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

前向きに検討していただくということで、出来ましたらせっかく予算を計上されている

教育予算のどこの部分がその分でないからってことでなくて、その辺を前向きな予算の活

用をしていていただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 予算につきましては当初計画しまして、様々な事業等に使うように取り組んでいるわけ

でございまして、今後予算編成に当たりましては、今言ったパソコン関係についてどうす

るかはまだ返答できませんけども、今後の予算の中で対応可能であれば考えてきたいと思

いますが、今回の２６年度の生涯教育費につきましては、当初からそのようなパソコンの

クラブ関係のことぶき大学のほうに振り分けるような予定がございませんでしたので、今

回このような生涯教育費全体では不用額っていうことでご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ほかに質問漏れありませんか。ここで説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

 

○勝又委員長 

それでは、次に移ります。１０款公債費・１項公債費・１目元金・２目利子、８９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） 

○勝又委員長 

 １１款予備費・１項予備費・１目予備費、８９ページ。 

 

○勝又委員長 

全体を通して質問漏れはありませんか。無いようですので、ここで公債費、予備費を終

わります。 

 

○勝又委員長 

 ここで、昼食のため午後１時まで休憩とします。 

休憩  午前１１時４４分 

再開  午後 １時００分 

 

 

○勝又委員長 

 それでは休憩前に引き続き、一般会計歳入の審査に入りたいと思います。１款町税、７

ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２款地方譲与税、７ページ～８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 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、８ページ。一括で

審査お願いいたします。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○勝又委員長 

 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、８ページ。一

括で審査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ９款地方交付税、８ページから９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １０款交通安全対策特別交付金、９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １１款分担金及び負担金、９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １２款使用料及び手数料、９ページ～１１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １３款国庫支出金、１１ページ～１４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １４款道支出金、１４～１７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １５款財産収入、１７ページから１８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １６款繰入金、１７款繰越金、１８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） 

○勝又委員長 

 １８款諸収入、１８ページ～１９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 １９款町債、１９ページから２０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ２０款寄附金、２０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ないようですので、「実質収支に関する調書」、９１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○勝又委員長 

 財産に関する調書（公有財産、物品、基金）９３ページから９８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 ないようですので、基金の運用状況、９９ページから１００ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。池下委員。 

 

 

○池下委員  

８頁のですね。地方交付税に関して、お伺いしたいですが、２３億９千８百万から２５

億９千万になっているんですが、今後として、どういうふうに考えておられるのか。一言

お伺いしたいと思います。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君）  

地方交付税の関係でございますが、今、国におきましては社会保障の延びですとか景気

回復によって経済再生に合わせた、リーマンショック後の危機対応モードから平時モード

に切りかえるということで今後地方交付税の見直しが行われていくという状況でございま

す。そういう中におきますと当然地方交付税、町の全体予算の約４９％占めてございます。

今後町のさまざまな施策なり、事業なりを展開していく上では大変重要な財源という位置

づけをしております。ただ交付税を今後見直しで、減額されてくるだろうというふうには、

想定されるんですがその中において、住民サービスの水準を確保しながら、一定の事業を

展開できるように今後事業の重点化と効率化を図りながら、健全財政に努めてまいりたい

と思いますんでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

２６年度の予算で最初２４億弱だったものが、２６億になったんですね。今年、地方創

生戦略のもとで２８年度からは今後ますます厳しくなるんではないかなというふうに思う

んですが、当町として今後どのぐらいの減額があるのかなというふうに推移しているか。

その辺もし、わかりましたら、お答えいただけるかと。 

 

○勝又委員長  

総務課長。 
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○総務課長（澤本正弘君）  

まだ国の方からいろいろな数値的なもの出てきておりませんが、平成２７年度交付状況

でまいりますと２６年度とそんなに変わらないような形では交付税が算定されています。

ただ今後国の方からどのような算定基礎に基づいて出てくるかというのは、また今のとこ

ろわからないという状況でございます。御理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長  

よろしいですか。他に質問漏れありませんか。 

ないようですので、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。 

○勝又委員長 

それでは、特別会計の決算審査に入ります。 

介護保険事業特別会計、歳出、９ページ～１２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 歳入、５ページから７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 実質収支に関する調書、１３ページ。財産に関する調書、１４ページ。一括で審査願い

ます。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 国民健康保険事業特別会計、歳出、２３ページから２８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 歳入、１９ページ～２１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、２９ページ。一括で審査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 後期高齢者医療特別会計、歳出、３５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 歳入、３３ページから３４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 実質収支に関する調書、３６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 簡易水道事業特別会計、歳出、４１ページから４３ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 歳入、３９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、４４ページから４５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） 

 

○勝又委員長 

 農業集落排水事業特別会計、歳出、５１ページから５２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 歳入、４９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、５３ページから５４ページ。一括で審査願

います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 焼酎事業特別会計、歳出、５９ページから６１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 歳入、５７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○勝又委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、６２ページから６３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） 

○勝又委員長 

 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） 

○勝又委員長 

 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。 

 

○勝又委員長 

 お諮りします。本日は、散会いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○勝又委員長 

異議なしと認めます。よって本日はこれで散会といたします。なお明日２９日は午後１

時３０分から総括審査を行います。本日は大変ご苦労さまでした。 
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平成２６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２７年 ９月２９日（火） 

  開 会   午後 １時２８分 

    散  会   午後 ４時０６分 

 

●出席委員（６名） 

   委 員 長  勝 又 武 司     委  員  河 口   高 

   副委員長  前 中 康 男     委  員  堀 川 哲 男 

   委  員  池 下   昇     委  員  伊 藤 忠 之 

   

 

●欠席委員 

   委  員  村 島 健 二 

 

 
 

〇勝又委員長 

 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。 

 

○勝又委員長  

池下議員。 

 

○池下委員  

総括審査ということで、町長に４点ほど質問させていただきます。まず１点目の高齢者

に対する除排雪及び道路の除雪についてお伺いしたいと思います。現在町では高齢者の除

雪ボランティアに関して１０万７千円の支援額を出しているわけですが、今現在高齢者に

関して各自治会の除雪ボランティアが主に行ってくれている実情があります。除雪ボラン

ティアの方々も高齢になりまして、各自治会とも非常に人手不足で実質冬になるとお互い

に悩んでいうところが多い。特に市街自治会に関してはそういう箇所が多いと聞いており

ます。今後ちょっとますます高齢化が進んでいくことを考えたときに、町としての対応、

今後どういうふうに考えているのか。まずお伺いしたいと思います。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

ただいまの御質問でありますけれども高齢化社会を迎えた中での地域ボランティアの関

係というふうに捉えておりますが、現在町で支援をさせていただいている道路の除排雪関

係ありますけれども、除雪関係については、今の御質問にもありましたように、ボランテ
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ィア活動で、自治会が行っている部分について１世帯当たりで６千円の支援をさせていた

だいております。全体としては年額で６０万前後だと思いますが、それぞれの世帯、約１

００件弱の世帯に対して、自治会のボランティアという形で除雪の支援を行っている。そ

の他に町道の除雪に合わせて、高齢者の中でどうしても自力ではできないという部分につ

いて町の指定管理の除雪事業の中でその経路の中に取り込みながら支援させていただいて

いると、こういうものもございます。その他に昨年平成２６年から道路から引き込みの部

分で２０メーター以上の引き込みがあって、かつ５メートル未満の部分については、指定

管理とは全く別に除雪をしていただける方に、業務委託の形で昨年から事業を実施してお

ります。それが１０万７千円と、先ほどご質問をいただいた部分かなと思っておりますが、

そういうようなことで町としても高齢者の方を中心としながら、そういう対応を今まで実

施をさせていただいたという経過でありますが、御指摘のように高齢化がどんどん進んで

おりますので、自治会においてもそういうボランティアの方々がまた高齢化をしてきてい

るという部分もありまして、取り扱いが年々厳しくなってきているというのも事実だなと

いうふうに捉えているところでございます。本来的にはボランティア活動の中で隣近所の

共同という形でやっていただければ、ものすごく全体的な町づくりの観点からも良いのか

なというふうには思っておりますけれども、今御指摘をいただいたように、高齢化が進ん

でやってあげたくてもできないという恐れがあるというふうには理解をしているところで

あります。ただその部分を全部行政が中心となって全部解決しますよという、これもなか

なか難しいところでありまして、ある一面自治会の中で、また住民の皆さんそして、そう

いう業界の方々もおりますんで、新しい公共という観点からもそういう形を模索していけ

ればなというふうに考えている次第でございます。いずれにしろ人口が減って、また高齢

化が進んでいるということになれば、何らかの形で従来のボランティア１本だけでという

ことにはなってこないんだろうと理解をしているところでございます。以上であります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

町長の方からこういうふうにボランティアで進めてきている状況の中で、すべて行政で

はなかなか対応が難しいという話なんですけども、やはりこういった過疎地にとってどん

どんどんどん高齢化は進んでいく中において、今後私が思うところにシルバー人材センタ

ー等もひっくるめた中で、町民皆さんの何とか手伝いをできないかと。当然これはお金の

かかる話であります。行政的にもやっぱり圧迫してくる部分が考えられますが、今現在ボ

ランティアやっていますけども、これも行き詰まる所があるのかなぁというふうに感じて

おりますし、次から次、必ずしもボランティアの方々が見つかるという状況ではないのも

現実なんです。そう考えたときに、やはりシルバー人材センターがありますから、そこに

多少なりともお願いをしながら、やって行くようなスタイルはとれないものかなというふ

うに思いますけども、そこら辺はいかがでしょうか。 

 

○勝又委員長  
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町長。 

 

○町長（櫛引政明君）  

先ほど申し上げましたように町としては、いろんな方のお力を借りながらやっていかな

きゃならんだろうなというふうに思っているところでありまして、今の１つの御提案であ

りますシルバー人材センターを活用してという提案でありますが、それも１つの方法だな

というふうに思っております。いずれにしろ住民の皆さん、そして行政、そしてさらには

ＮＰＯだとか特定非営利団体そうした事業体の方々との共同でやっていかなければ、どこ

かだけが１つがしわ寄せになるということでは続かなくなるだろうというふうに思ってお

りますんで、現在ボランティアでやっていた部分では、まちづくり地域の活動推進事業交

付金事業の中で除雪の支援事業ということで、先ほど申し上げました一世帯当たり６千円

と決めてやっておりますんで、そこら辺の運用も含めて、どういうスタイルが最も好まし

いのか。そこら辺を十分に検討していければなというふうに思うところであります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

最初除雪ボランティアに関して質問をしたわけですが、同じ除雪の問題に関して、清里

町の町道は清建工業を指定管理としておりますけども、そのほか道道に関しては土現の管

轄になります。町内に住む町民とって清建工業のエリアだろうと道道のエリアのだろうと

管轄など関係ないんですが、道路の除雪の押されてきた雪を片づけているのは、町民なん

です。これが実にこれ昔から永遠のテーマでありますけども、非常に重たい雪であると。

それを冬に関しては、すべて町民の方がやっているんですけども、どんどん高齢化してき

ますと非常に大変だなと。押されてきた雪を一晩置くととんでもないことになる。触られ

ないぐらいの固さになってしまう。 

この９月の定例議会で実は小清水町で小清水町長さんがこの問題を取り上げまして、各

自治会の自治会長に、この除雪に関する町内の業者さんがそういう方を対象にしまして会

合を設けることが決まったわけなんですが、清里町はこういったことを踏まえて各関係機

関と協議の場をつくる考えはありませんか。今の段階で初めてこう言いましたので、すぐ

ということは、なかなか難しいのかもしれませんけど、その辺いかがでしょうか。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

ただいまの御提案をいただいた相談をする場所ということでありますけれども、基本的

に清里町の場合においては、１２月の自治会長会議の中で今年の除排雪計画ということで

路線の協議だとかをあわせて行っておりますし、ご高齢の皆さんのボランティア部分での

対応等についても協議はさせていただいておりますけれども、新たな意味で全体としての
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行政や住民の方、そしてそれに関わる事業者の方々と、どういう形で今後やっていったら

いいかという部分を含めて、そういうものが必要だと判断した段階では、そういう協議を

する場を設けても十分に機能するだろうというふうに思っておりますが、ただ従来自治会

長会議を中心としながらやってきたという経過もありますんで、一方的に行政だけからと

いうことよりも関係の方々とよく相談をしながら、そういうスタイルでどうでしょうかと

いうお話をしていければなというふうに思っておりますのでご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

今の説明で１２月に各自治会と除雪に関する路線の話で話し合いをしていくとことなん

ですが、いざその路線の話の時は、道路に関する押されてきた雪をどうのこうのという話

にはなってないと思うんですね。 

実は私２線道路に住んでおりまして、管轄は土現なんですけども、土現の下請に出して

いると思うんですけども、実は毎年のようにオペレーターは変わるんです。それでオペレ

ーターが変わって、私は商売やってますんで、間口は広いんですけども、あるオペレータ

ーは除雪を一度押してくれたら余り手をつけなくても良いぐらいまで押してくれるんです

けども、またオペレーターが代わりますと全くそうではありません。一般町民の方は常に

そういう状態なんですよ。それで例えば高齢者の方は朝５時とか５時半とか、そういう速

い時間から起きて自分の家の前の除雪をやっております。これは町長も十分解っていると

思うんですけども、やっと７時半、８時位まで一生懸命頑張って朝食をとりましょうかと

家に入って、物の何分かもしないうちに除雪車が通る。全く元通りに置いていくと。これ

は高齢者にとっては、非常にやっぱり悩みの種であります。今後やはり行政側もそういっ

た清建等の関係業者とまたは自治会長の方々と、こういったことを前提に会議をする場を

設けていただきたいと思います。それとあと１つは、そういう話し合いの場をするときに

個人的にいくらいくら負担がかかりますとかそういったことも今までやっていませんから、

どういった経費がかかるか、はっきりわかりませんけども、これぐらいの例えば負担金が

出ますよとかそういったこともひっくるめて、ぜひそういった会合を設けていただきたい

というふうに思います。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

前段の除雪の方法でありますけれども、基本的に指定管理者の方にも町の方から間口の

玄関先のところは従来で言うＶ字型で押し付けないで、内側に動きますんで、内側にかき

だしなさいと。そして家と家の離れたところでは従来のＶ字形に戻して雪をそっちへやっ

ていただくというようなことで気をつけていただきながら、ちょっとお願いしますよとい
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うことでやっていますが、それが全部上手くいくということが無いもんで、どうしてもや

っぱり残ってしまうというのは現実であります。 

私も朝起きてやって、すぐ後ろから来てがっかりということは本当に時々あるわけであ

ります。それを全部、町道なり道道の除雪の責任とはならないだろうと思っておりますの

で、やっぱりそこら辺は協調しながらやらないと出来ないところがあるかなというふうに

思っております。やっぱり最近の雪は重いんですから、どうしても除雪機で飛ばしきれな

いというようなことで、大変な思いをされていることも事実でありますので、その除雪を

終わった時に指定管理の方には見てまわってそういうところについては除けるようにとい

うことでの指示はしております。ただそれも１００％上手くいくかとことになれば、結構

いろんな部分がありまして、年に何回かはやっぱり苦情が来ているというのも聞いており

ます。そこら辺については苦情もあればすぐ出かけて処理をさせていただいているという

のも事実でありますし、また道道関係も先ほどの言われましたようにどれが道道でどれが

町道か。町民の方々にすればどうでもいいわけで、場所を聞いた上でこれは道道だとなれ

ば町の方から土現の方に場所等については御連絡を申し上げる対応をするようにというこ

との要請を建設課の方でしっかりとやっているということであります。いずれにしても、

１００％を綺麗になっているかということになりますと、それはまだなっていないところ

が多々あるというふうにも理解をいたしておりますので、除雪の仕方を含めながら今どう

いうような方法で、みんなで検討する場所を持つのが良いのか、これから検討させてもら

いたいと思いますけれども、そういう部分を含めて全体として何らかの対応をしてきたと

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いうふうに思います。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

実際この北海道に住んでいる我々道民ほとんどの方がこういう思いをしているんじゃな

いかなというふうに思います。やはりこういった過疎地においても行政自らが率先して動

いて町の町民のための事業をやるというふうになれば、実に画期的なことではないかなと

いう気が私は思ってますんで、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 

続いて２点目の緑地区の地域支援員についてお伺いしたいと思うんですが、これは実際、

地域支援員というのはおりませんけども清里町内でもっとも高齢化率が高く、日常の生活

をすることも大変な方が数多くいると聞いております。現在緑支所には役場の退職者の方

が１名に臨職っていう形で行っておりますけども、このほかに１名程度の地域支援員とい

うことをで配置するようなことは考えられないでしょうかと思いまして、ちょっとお伺い

したいと思います。 

 

○勝又委員長  

町長。 
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○町長（櫛引政明君)  

緑地域の高齢化に伴う地域振興ということかと思いますが、要は地域支援員に何を求め

るかというところが一番肝心なことになってくるのかなというふうに思っております。緑

には御案内のように支所がありまして、その支所にはもと職員でありましたけども、臨時

職員として従事をいただいておりまして支所業務をする傍ら自治会の活動のお手伝いある

一面でさせていただいているという中で１名配置をしておりますし、また一人では大変で

すからそれを補助する職員というようなことで地域から女性の方ですか。施設の清掃含め

てお願いをしているという状況にあります。 

高齢者だけの云々ということになれば、民生委員制度もございまして、直接町から命令

するだとかをお願いするということではありませんけれども、民生委員さんはあくまでも

知事の指揮監督下にありますかけども、地域の実情だとか、またいろんな援助を必要とす

る方の相談に応じるだとか、それが民生委員さんの業務ということになっておりますので、

そういう方をしっかりと確認をしながら、お手伝いをいただくというという今までの手法

でありますし、また高齢者の方の７０歳以上の独居でお住まいになられている方、それか

ら７５歳以上のご夫婦で年に１回なり半年に１回、町の職員が訪問をさせていただいて、

いろんな御相談にのらせていただいているというのも事実でありますし、またその他の介

護サービスところになりますと訪問介護サービスがありますから、常時そういうサービス

を受けている方には接触をしながらいろんな業務を行っているということもございます。

その他救急キットの関係で職員がその内容の更新のために年に何回か出かける。昨日の質

問の中でありましたように消防の女性隊員にもそういう時に合わせていかれることもある

とことでありますから、全体に何をその地域に求めて支援員を配置するかという部分を明

確にしていかないと。ただ、職員だけ雇うということにもなかなかならないのかな。 

ただ内容としては高齢化がどんどん進んで、ボランティアとして隣近所を面倒見ていた

方も徐々に回数も落ちていく、疎遠になっているというようなことも想定されるわけであ

りますから、その内容によってはそういうお手伝いをいただける相談に乗っていただける

という支援の方法というのは、十分検討していく必要があるだろうというふうな思いをい

たしているところであります。以上であります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

実際現在は、ほぼ動いているのは民生委員の方かなというふうに思うんですけども、や

はり民生委員もどんどん年をとっていくことが現実でありまして、私こういうふうな話を

出したのは、事務的なことをどうのこうのということではなくて、地域の中で緑も商店が

ありますけども、独居の方が多くおりますし買い物に行きたくても行けない。話をする人

もなかなか歩いてこないというのは現実あります。事務的な仕事をするのは、緑の支所に

行っている方が月から金曜日までおりますし、そのサブ的に補助してくれる事務員の方も

ほぼ山村の方にいろんなお手伝いしていただいているんですが、これは週３日でありまし

て、月水金というふうに聞いております。事務的なことがどうのこうのということよりも、
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そういった地域買物も行けないような弱者。それと民生委員はおりますけどもしょっちゅ

う来るわけでもないだろうということを踏まえた中で例えば常勤でなくても、臨時でも構

わないので、そういった地域支援という支援員というものを今後高齢化社会になっていく、

緑にとってそういう力強い方が１人いるだけで、また安心して暮らせるのかなというふう

に思いますので、ここので町長にはなかなかこれは難しい話かもしれませんけども、考え

ていただきたいなというふうに思います。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

緑地区ということに限らずやはり自治会によっては高齢化率がぐっと上がっている自治

会もございます。そうした中で今発言をいただいたようにいろんな面で目配りができなけ

れば、いつの間にかというようなことになってしまうということの心配、私も解るところ

であります。何とかそういうコミュニティ機能を維持させながら、安心してこの地域にい

つまでも住んでいただけるということが必要だということは、そのとおりだなというふう

に思っております。自治会の方々との接点をどう持ちながら、自治会活動としてコミュニ

ティ機能をどう維持していくかという部分も尊重しながらそこら辺は進めていかなきゃな

らんというふうに思っておりますので、そうした該当するような自治会ともそういう部分

での対応の今後のあり方を十分に検討させていただければなというふうに思っている次第

であります。今この場で支援員をおきましょうとかそういうことでなくて、時間をもう少

しいただきながら、本当にどうしていったら良いんだろうと自治会の中でどう対応してい

たら良いんだろうとそれが本当にできない状況でどうなっているんだろうという、そのへ

んをしっかりと相談をさせていただきながら、個々の対応のあり方についても検討させて

いただければというふうに思うところであります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

それでは３点目の質問をさせていただきたいと思いますが、観光協会の体制についてと

いうことでお伺いしたいと思います。旧レストハウスの交流活動施設についても観光協会。

また斜里岳山小屋の管理、空き家バンク事業。様々な事業を観光協会が、実際に行ってお

ります。町の方からも毎年観光協会に対して補助金を出しておりますけども、今後交流人

口の増加、また町のＰＲも考えますと観光協会というのは、すごく切っても切れない大事

な部署であります。昔は、行政の中にありました。そういうことを踏まえますと、もう１

人雇用ができるぐらいの支援を行ってみてはどうかと私は思いますけども、町長いかがで

すか。 
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○町長（櫛引政明君)  

観光協会の町の支援の関係でありますが、今ご質問のとおり観光協会は、清里町の移住

定住交流滞在といろんな観光に対するプロモーション等をいただいておりまして、町の活

性化のためには切っても切れない、そういう関係にあるんだろうというふうに理解をいた

しているところであります。当然そうした事業観光協会とともに行政も一緒にやらなけれ

ばならないというふうに思っておりますんで、そういう意味において観光協会はまた独自

の法人でありますから、そこに直接我々の方から云々ということではありませんけれども、

そうした様々な事業という展開ということになれば、それなりの執行体制が明確になって

こなければ、大変な思いをされるだろうということだというふうに思っておりますんで、

全体の事業のボリュームそういうものと、またイベントなども数多く行っていただいてお

りますんで、そういう事業量を総体的に判断した中で観光協会さんが一定の執行体制を求

めてくるというふうに思っておりますので、そういう状況になった段階においては、町と

しても可能な限り支援をできるものについては支援をしていく方向で検討させていただけ

ればというふうに思っております。 

今現在の御質問にありますように、町としては、斜里岳の指定管理、山小屋の指定管理

をいただいております。これは山小屋だけでなく登山道に関わる維持管理を含めた中での

指定管理いただいておりますし、また事業といたしましては空き家バンクの業務について

も委託をさせていただいております。その他に観光協会とシーニックバイウエイの事務局

だとか、移住定住協議会だとかそういうものも観光協会で一翼を担っているわけでありま

して、そういう部分も含めて全体としての執行体制、こういうものを十分に相談していた

だければというふうに考えるところであります。以上であります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員   

これＮＰＯ法人ですので、直接どうのこうのということにはなかなか難しいというふう

に思います。今回町が提案された旧レストハウス活動施設にしても町長が町の観光の活動

拠点にしたいと。いろいろな情報を発信して、交流人口を増やしていくんだと。そういっ

た中において、今回この観光協会があちらに移ることを考えますと、観光協会の状態を見

ますと事務局も高齢化になってきていますし、これからうちの町のさまざまな事業展開を

していく中においてこの人員体制でできるのかと。やはりここを三十代、四十代の若い方

を中に入れて、共に活動ができるような状況が望ましいのかなと。あくまでもＮＰＯ法人

ですから、こちら側からどうのこうのことは無いんですけれど、向こう側から求められる

からするのではなく、町がこういうふうな事業展開をしていく中で、観光協会さん、町と

ともに頑張ってくれということを踏まえ、町も支援をするから、観光協会ももう１人、人

を入れて頑張ってみてはどうかというような発想にならないものかなというふうに私は思

うんですが。 

町長になった５年前から庭園のまちづくり構想というものを掲げておりまして、そこに

も当然観光協会が、切っても離せない状況になっているわけです。そういうことを全部ひ
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っくるめた中において、町側からもう少し支援の金額を増やして、そういう体制をつくっ

てみてはどうかって話をされてみてはいかがかなと思うんですが、いかがですか。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

大変にありがたいお話でありますが、相手が観光協会ということで、１つの法人格を有

しているわけでありますんで、そこら辺しっかりと今後の体制をどういうふうにしていっ

たら良いのか、まずは観光協会側がどういう事業の展開をしていくかによってと思ってお

りますんで、決して町はどうぞそちらでということではありません。これはもう一体的に

やらなきゃならんと十二分に承知の上ですが、やはりその主体性は基本的には観光協会に

あるというふうに思っておりますので、町の方としては今までも観光のインフォメーショ

ンセンター、また交流や滞在や移住定住それぞれの窓口として観光協会で業務を行ってい

ただいているというふうに思っておりますし、それに見合う体制がなければ大変だなとい

うふうにも理解をしているところでありまして、これについてはしっかりと御相談をさせ

ていただきながら、まず観光協会はどういうスタイルを求めているかというのをまず見極

めないことには、我々がどんどんどんどんというわけにもちょっといかないだろうという

ふうに思っております。いずれにしろ、お互い相まった形の中でそういう形がとれていか

なければいうふうに思っております。町として先ほどから申し上げておりますように、観

光協会とは切っても切れない状況の中で、それぞれの仕事が行われているわけであります

んで、最大限協力、また支援できるものについては、支援するという方向の中で、今後の

対応をしていきたいというふうに考える次第であります。そういうことで、今現在町とい

いますか地域おこし協力隊にお二人採用させていただいて、主な業務は、そういう部分を

補完していただくということで、派遣をさせていただいておりますので、そこら辺も踏ま

えながら全体としての対応をしていただければという思いでいるところであります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

町長が答弁なされたように今現在本州から地域支援員という形で、これは国の方からも

補助金をいただいて、２名、３年間いうことでおりますけども、この３年間というもので、

実際にこのままこの地にいるか、それともまた帰るのかわかりません。例えば二人とも帰

ってしまった場合、もとの体制に戻るわけですけども、そういった時に今までこの二人が

いろいろと手伝ってくれたけども、いなくなったときに対応できるんですかって話になっ

て、やはりいなくなる前にやっぱり例えば１年間でもいいですから、一緒にやっていける

ようなスタイル。こういったものをつくりながら、今後もやっぱり支援をしていくのが、

ベターでないかなという私思うんですけど、いかがですか。 
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○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

基本的には地域おこし協力隊の皆さん、最大３年間ということで契約の内容としては毎

年契約ということに相なってきますので、その状況を見ながらどうしても帰られるという

部分も考えられますので、必要性を踏まえながら対応していければいうふうに思うところ

であります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員 

是非地域支援員の方がいなくなる前に対応するように推し進めていただきたいというふ

うに思います。 

それでは最後の質問でありますけども、これ４点目なんですけども、役場職員の体制に

ついてってことをお伺いしたいと思いますが、櫛引町長は、町長として就任以来一貫して

役場職員の８０名体制を訴えてきましたけども、私がこの４年間職員を見て感じたことは

土曜日曜関係なく出勤している方が多いと。私が思うのは仕事というのは、やはり心とか

にゆとりを持ちながらやると実力以上の力を発揮するような場面も多々あります。そうい

った観点に立ったときに、果たして今のこの８０名体制で全ての仕事を職員がこなしてい

けるんだろうかと。そのことについて、町長は今どういうふうに考えておられるのか、お

伺いしたいと思います。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

町職員の体制でありますが、本町の職員の人数については、８０名体制というところに

なっております。この８０名体制というのは清里町が当時平成１６年に自立を選んだ段階

において、町民の皆さんから自立のまちづくり計画をお願いし、策定をさせていただいた

わけであります。その中に平成２６年の目標年次で８０名体制にする。そして組織体制に

ついてはグループ制導入をするということで、その時点で決定されている事項であります。

まずは一回到達をさせなければならないということで、今日まで努力をしてきたところで

ございます。ただそうした中で、今御指摘のように、日曜日も勤務に職員がたくさんいる

んではないかと、仕事が随分きつくなってきたんでないかというようなことでありますが、

そういう部分も無きにしもあらずということで、全体的な今の体制が本当に我が町にマッ

チするのかどうかという部分も含めて、この計画の最終年に迎えるにあたって、実は行政

組織の中に職員からなる行政事務改善委員会というのがあります。ここにグループ制の導

入と職員数等分掌事務の整理・再評価を入れてもらうということで、実は委員会に私の方
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から一昨年に諮問させて、平成２５年に諮問をさせていただきました。その結果、１年か

けて、職員の方で行政組織機構等の検証及び見直しということで行政事務改善委員会の取

りまとめをいただいたところでございます。その答申をもとに平成２８年から対応を変え

ていかなければならないというようなことで、今詳細について詰めている段階でございま

す。その中の検証の中でまずグループ制については一定の評価ができるというような形で

職員からいただいておりますんで、この答申に基づいた形での整理をさせていただきたい

というふうに思っているところでありますが、全体の所管の事務分掌を含めた部分につい

ては再構築が必要だということで評価をいただいておりますので、これらについてはそう

いう流れの中で、再度事務分掌をまた所管を整理をしていきたいというふうに思っている

ところでございます。それから人材育成の関係も併せて諮問いたしておりますんで、研修

体制を含めた人材の育成のあり方についても今般答申をいただいておりますので、その中

で整理をしながら、一気に平成２８年度にすべてが解決できるかということではありませ

んけれども、出来るところから整備をしながら前向きに取り組んでまいりたいというふう

に思っておりますし、事務分掌の中ではアウトソーシングの必要な事業というのも具体的

に出されてきてもおりますんで、本当にやれるのかどうかという部分も含めながら、ただ

組織だけ大きくしてもだめだし、また少なくしてもだめだというふうに思っておりますん

で、そこら辺のバランスをみながらやらなければなりませんし、やはりその時代時代の流

れで普段の見直しをしなければならんと１回決めたからそれで良いんだと考えではありま

せんので、そこらへんもフレシキブルにやれるように柔軟な対応をとっていきたいと考え

るところであります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

今グループ制の話が出まして、いろいろと諮問機関に依頼をしているという話ですけど

も、実はこのグループ制にしても、数年前に１度質問したことあるんですが、主幹は管理

職でありますけども、総括主査は管理職でありません。しかし、実態としてはほぼ同程度

の責任を持ちながらやっていくところも見ていて、そんな気がしてならないんですよ。主

幹と主査の間に総括というのはあるわけなんですけども、中途半端な感じがするなという

ふうに前から思っていてその質問もさせていただきました。やはり責任ある仕事は、主幹

であるから責任があるとか課長であるから責任があるとかではなく、私が先ほど言いまし

たように８０名体制をなぜ維持しなければならないか。ここにはもうあと３人、４人増や

せばもっとスムーズに仕事が行くんじゃないか。住民に対しても目配りのできる仕事がで

きるのではないか。やはり必要なところには必要な人数が必要なんだと。決して少ない人

数で全てやらせればいい。そういった発想ではなく、人材育成を考えるのであれば、そう

いった無理のない体制をとりながら、仕事をする。これが町民にとって一番ベストな状態

で仕事ができる道ではないかという気は私は思います。かといって財政的な問題も絡みま

すから、何でも間でも増やせば良いというものではありません。これは第５次総合計画の

中で平成３２年までの中で、平成２４年から２６年前まで行財政改革大綱というものまで
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つくってやりました。今回２７年からですね。行財政改革プランというものをつくってや

るというふうな決まりもあります。そういった中において、この職員の人数を増やすとい

うことは非常に難しいんでありますけども、何とか今のままの状態でなく、もっと職員全

員が心にゆとりを持った仕事環境をつくるように、是非町長に考えていただきたいという

ふうに思います。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

職員の体制でありますけれども、基本的には職員の能力を十分に発揮してもらいながら

最大値で良い仕事をやっていただければというふうに思っております。そうは言いながら

も余り人数が少ないと毎日がぎすぎすした仕事のやり方になってしまうということも御案

内のとおりかなというふうに思います。 

今回の諮問の中では、そこらへんの規制配置を含めて、どれぐらいの規模が本当に今の

現在の我が町の対応として、将来性を見込みながらどういう構成がいいんだというものを

含めて答申をいただいているわけでありまして、この自立計画の中で平成２６年までに８

０人体制にしなければならんと。これはもう町民の皆さんから策定をして答申をいただい

た部分での計画でありますから、１度そこには到達をするという目標を持って進めてきた

わけでありまして、ここで目標が近づいた２５年に改めて、そこを再評価をするという意

味を含めて事務改善委員会の方に諮問をさせていただいた。その中で今申し上げたいろん

な課題ができたわけでありますから、その課題解決に向けた取り組みをこれからしていく

ということでありますので、ご理解をいただきたい。 

ですから８０名という体制に何ら固執はしておりません。必要であれば増やさなければ

なりませんし、多ければ減らさなきゃならん。そういう意味合いでありますけれども、内

容的には業務をどういうふうにこう集約し、一元化し、またアウトソーシングできるもの

があれば、そういうものをきちっとしながら体制をある一面求めていかなければならんと

いうような思いでおりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

いろんなことを考えながらやるというのは、これはもう当たり前のことなんですけども、

今回この第５次総合計画の中間年ということでいろいろなことをローリングする年にもな

っております。これに合わせてこういった８０名体制の問題も、もう一度を考えていただ

きたいというふうに思います。 

それと焼酎事業の方で焼酎事業所も職員の体制についてお伺いしたいと思いますが、当

初は２名。少ないときは２名。また３名であったと。それが昨年の平成２６年から４名体

制になっております。４名体制になりましたけども、実際は誰が営業で誰が事務職で、誰
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が現場で作業するのかとか多分決まりはないと思うんですよ。大かたの決まりがあるんで

すけど。そういった中においてやはり昨年の９月からリニューアルして、売り出すという

ことに関して、町長も４月から人員を一人増やして役場の方から執行させて力を入れてき

たと。そういった中において、昨年秋からの焼酎自体の売れ行きが好調であるし、今年度

はこの４月からの売れ行きも好調である。そしてまた今回も一般繰入れということで金額

を投入しております。いろいろな営業を歩くってのはもう当然なんですけども、うちの議

会からも鶴ヶ島・沼津。これは一緒に応援にも行っています。ある程度本数も売れていま

す。私たちは、しょっちゅう行っているわけでありませんので、詳しい詳細はわかりませ

んけど、現場にいる営業マンというのは、常時旭川だ釧路だ札幌だ帯広だって歩いている

わけですよ。町側の方から当然旅費等も出ていって、営業活動に歩いて。これは問屋も歩

くし、いろいろな方の紹介を受けた中において、すし屋にも行くだろうし、飲み屋さんに

も行くだろうし、いろいろな人がいるわけですよ。そういったお金は町から出ません。当

然自腹で行くわけですよ。そして何回か顔を合わしている時に、清里の焼酎取りましょう

かと決まっていくケースも多々あるかと思います。そして、やはり営業マンも人間ですか

らそれはお酒を飲みたくない日もありますよ。だけど、商売のためと思っていくわけです

よ。そしてやっと営業決まったと思った、今年の春にまた人員が変わりまして、これが実

は町長、私らも商売やっておりますけども、営業マンがコロコロと変わるというのは、実

に相手方に対して失礼であると同時に町の信用にも関わります。そこら辺を踏まえて、人

員の異動ということは町長の特権ですから、私は口は出せませんけども、商売のことに関

して焼酎醸造というのは行政マンであるけども民間人と同じなんだと。役場の職員だって

いうふうな見方をしません。焼酎を売りに来ている営業マンというふうにしか見えません。

そこで１年経たないうちに人がかわるというのは、相手方の受け方、厳しい目で見られる

のではないかなというふうに思いますけども、町長はどういうふうに考えておられますか。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

焼酎事業における職員の配置の関係でありますけれども、今現在は、技術職として醸造

の方直接携わっている職員は３名おります。そのほか事務を全体的に総括するのが１名。

そして当然課長は別にいるわけでありますから、全体としては５名の体制の中で全体の事

務事業を執り行っていくというのが今の状況でございます。そうした中において製造の時

期になれば、技術職も含めて製造に入ってしまいますが、それ以外のときには技術職であ

ろうともやっぱり営業活動も併せて行っているというのが実状でございます。各種の販促

会も技術職も合わせて営業活動を展開するという状況にあります。ですから一人だけが営

業をやっているわけではなくて、そういうグループの中で全体として事業をやっているわ

けでありますから、私どもとして短期で職員をどんどんどんどん変えようという気はさら

さら本来的にはありません。できればやっぱりそこの部分で良い能力を発揮していただき

ながら、最低３年なり４年なり仕事をやってきたい。これは焼酎だけに限ったことではあ

りません。 
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それぞれの職場においても、できれば３年なり４年なら一巡ができる中で次の仕事をだ

んだんできるという年数が必要というふうに思っておりますので、本来的にはそういうふ

うにしていきたいというふうに思っておりますけども、これも全体退職、また新たに入っ

てくる方とかいろんな部分がありますから、そういう人事の中で止むなく１年で変わると

いう場合もありますので、この辺については全体の人事配置がありますから、御理解をい

ただければというふうに思っております。私も本来の気持ちとしてはやっぱり３年なり４

年、最低でもその場所で頑張っていただければなという思いは、十二分に持っているとこ

ろであります。私自身も１カ所とはかなり長いところに仕事をさせていただいて、いろん

な人材の中から仕事ができ上がってきているということも十二分に理解をしているつもり

であります。以上であります。 

 

○勝又委員長  

池下委員。 

 

○池下委員  

こういった人事というのは、なかなか難しいところと思いますし、私たちが口を出せる

というものではありませんけども、やはりうちの町の焼酎イコール清里町というふうにな

ると清里町の焼酎ばかりではなくて、町全体の信用というものが、非常に重くのしかかっ

てくると思いますんで、今後今私が申したように、技術職も営業に歩いていることをます

ますやっていただきたいですし、さらに技術職以外の本当プロ営業マンになるぐらい一生

懸命やっていただきたいというふうに私は思っています。できれば２年３年じゃなくて、

やはり５年を１つのベースにするぐらいの考えでやっていただきたいと思います。 

今回４つの項目で総括質疑をさせていただきました。決算審査の中において私以外の議

員の皆さんも多々質問があり、また町、行政側があらゆる部分に関して検討するといった

項目が多々ありました。これを検討するという言葉だけではなくて、検討した具体的な内

容をひっくるめて、次回の委員会等に発表をしていただきたいというふうに私は願ってお

ります。今回約１時間位でありますが、こういった話をさしていただいて、私の総括質疑

を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

焼酎営業等々の関係でありますけども、担当にいる職員はもちろんでありますけども町

職員にあげて清里町の誉れとしての焼酎でありますから、全体で頑張っていくように努力

をしていきたいというふうに思うところであります。またこの委員会を通じて様々な御意

見、御提言をいただいております。これらについては、出来るもの、出来ないものたくさ

んあるかと思いますけれども、きちっと検討を加えながら、今後の事務事業の執行、また

予算編成にしっかりと対応していきたいというふうに考えております。予算編成というこ

とになりますと当然所管の委員会、議会とも十分に相談をさせていただくということにな
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ると思います。ご理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長  

以上で、池下議員の総括質疑を終わります。続きまして前中委員。 

 

○前中副委員長  

地方の取り巻く環境は、政府が進めるアベノミクスの効果にはこれといって実感がない

経済環境ですが、円安基調に戻り、日本全国に海外からの観光交流といった分野でのイン

バウンド効果には、想像以上に効果があらわれている昨今かなと思っております。そして、

平成２６年度は消費税率５％から８％に４月よりあがり、これから増え続ける年金、医療

介護など、社会保障を賄う財源確保としての税率がスタートした１年でもあります。 

そのような中、櫛引町長も就任１期目の総括の１年の最終の会計年度ということと考え

ております。町長自ら率先して子育て支援の拡充、そして町有林利用によるカラマツ材使

用のプールの建設など政策を実行されてきました。地方財政が厳しい昨今、地方財源の交

付金の見直しが進められている中、本町においても歳入における４８．７％が交付金とい

う財政状況の中、実効性のある住みよい町づくり、そして住んで良かったなと実感できる

まちづくり実現に向け、執行されたことに敬意を表すとともに職員各位に対し、事務事業

に日々邁進されていることに深く感謝とお礼を申し上げるところでございます。 

それでは２６年度総括決算という話で、４点話をさせていただきます。冒頭前段の池下

議員とかなり重複しているかなという部分もあります。そこはまた違う切り口の中で質問

させていただきたいと思います。 

４点ほどありますけども、まず１点目として、住民の交通手段の確保ということで大変

大きなテーマではありますけども、当町においても高齢化率が本当に上がってきておりま

す。ある自治会においてはもう４０％近い中で買い物弱者という高齢の方々。あるいはい

ろんな分野で保健福祉事業のサービスを受けられる人方の人たちがいる。そういった中で

交通手段の確保が現状の中で本町においてＪＲ、そしてスクールバスを利用した路線バス。

そういった方向がございます。または福祉事業サービスの一環として送迎サービス事業、

そして教育分野ではございますけども、生涯活動車による多々の足の確保等あります。そ

ういった中でやはり今後そのような１つの中でコミュニティーバスあるいは乗合ハイヤー

的な足の手段を構築する時期にもう本町もそろそろそういう時期に来ているのではないか。

それに向けて検討協議する、そういった手法を今後本町においてどのような形で検討する

のか、まずは御説明願いまして第１点目の質問にかえさせていただきます。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

ただいまの御質問、住民の交通手段の確保という観点というふうに思いますが、清里町

における高齢者に対する交通手段の確保というようなことで御案内のように送迎サービス

事業を展開させていただいております。これ基本的には障害また歩行機能が低下してＪＲ
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だとかバスの理由が困難だという方々を対象に実施をさせていただいているものでござい

ます。通常の方々は、その送迎サービスが利用できないと。高齢者になったから利用でき

るかというとそうではなくて、高齢者でかつ今申し上げたそれぞれの障害があると。そし

てなおかつ御親族、身内の方に運転をされる方がいないという、そういう条件がついた中

でのサービス事業でございます。また交通弱者ということで考えれば、本来的には公共交

通が完全に途絶えたということになれば、そういうような部分での対応というのが相当必

要になってくるかなというふうに思っておりますが、幸い清里にはＪＲの鉄路がございま

す。私も余り普段通乗りませんから、偉そうなことは言えませんけど調べてみますと、往

復で８往復、１日両方１６の時間帯が使えることになっておりまして、昔と違いまして、

釧路までいく本数が少し減っているようでありますけれども、緑から清里、網走にかけて

は、今申し上げた数字で運行がされております。幸いに駅が清里の市街地、札弦の市街地、

緑の市街地ということでありますので、この公共交通がまだまだしっかりしているのかな

というふうに思っておりますんで、どうぞそちらの方の利用を高めるように、町としても

やはりきちっとＰＲをしてそういう交通がきちっと確保されていますよという部分も必要

なのかなというふうに思っております。その他スクールバスとの兼用の形にはなっており

ますけれども、緑線については、路線バスとしての登録がしっかりとされておりますので、

その部分と上斜里から江南に抜けていく、この通学スクールバスについても登下校プラス

１ということで３回ほど運行がございます。緑線で３回、それから江南線で３回の運行、

さらに江南線の緑線についてはＪＲの運行もあるという中で一定の交通機関としての体系

はあるのかなというふうには思っております。ただどうしても今の時代でありますので、

時間帯が合わないだとか、やっぱり足の調子が悪いだとかということで、自宅前からとい

う希望が相当多くなっていることも事実かなというふうにも思っているところでありまし

て、これらの対応について今後どういうスタイルが良いのか、町村によっては、初乗り部

分を月に何回か分けてやっている町村もあります。近くでいけば小清水町あたりもそうい

う運行支援をしているというふうにお聞きしておりますので、実態としてどういう形がと

れるのか。小清水の場合はＪＲが走っていませんから、そういう中においてどういう見方

をしてきたのかちょっとわかりませんけれども、我が町として最もベターな方式で、そし

てほかの方々とも不公平にならないようなことを考えなければなりませんし、全体として

そういう対応がどのような形で持っていくのがいいのか。検討させていただければいうふ

うに思うところであります。以上であります。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

当町には、ＪＲという形で上下１６本あります。重々理解しているところであります。

ただ今、本町が通学支援、そして町民も利用できるというバス体制の中で、町内に限って

町民の方々は２００円で利用できるという形で運行されていますし、小学校の統廃合の中

で、今説明がありました上斜里江南地区ですか。それにおいても、子どもたちのほかに一

般町民も利用できるという形で民間のバス会社に支援をしている実態があります。 
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しかし、その部分で一般町民のバスの利用実態は、昨年の場合はほとんど皆無に等しい。

そして今回も決算審議案の中には出ていますけれども、本当に４名なのかというちょっと

数字を疑った部分なんですけども、やはり利便性だとか使い勝手のよさは確かに福祉政策

としての足の確保も必要ですけども、ある程度高齢になった方々の足、そして冬場の交通

手段としての公共交通。その認識度合い。やはり北海道、特に雪の多くなってきている昨

今でございますから、そういった意味で、今後地方自治体としてもそういう中でどのよう

な方向性で考えるのか。総務省の中にもコミュニティの運行に対して過疎債を適応してい

る行政があるのも事実かなと思っております。なかなか厳しい財政の中で、こういうコミ

ュニティ、あるいはこういうデマンド交通のものを立ち上げる財政出動の負担額は多いん

ですけども、現状の本町においてもかなりの足の支援これはもう現実で、財政出動してい

るのかなと私自身考えておりますけども。そういった意味で話しを合わせた中で、国から

の方向性もあわせて少し答弁願います。よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

足の確保・交通確保ということでありますが、基本的にバスの利用が緑線で４名。それ

から上斜里・江南線でも４名。これは平成２６年ですが、年によって緑線は０名という年

もけっこうある。本当に必要としているのか利用する気があるのかないのか。それと利便

性の関係ですね。その時間帯では、どうもならんという部分。これは評価しなきゃならな

いかなというふうに思っているところでもあります。デマンドだとかはコミュニティーバ

スとかいろんな手法があることも事実であります。乗合の形の手法がありますが、基本的

に自治体がバスを持って所有をして運行するということとなったときに、過疎債とか購入

に対してはありますが、運行に対する経費については、基本的には何ら対応がありません。 

バスも購入する場合、公共交通網があるところについては基本的には対象にならないとい

うことがありますんで、そこらへんは慎重にやっていかなければ。どちらに利便性を置く

かということがかなり出てくるだろうなというふうに思っているところでもございます。 

いずれにしても御高齢になってくるとやっぱりどうしても自分の庭先から庭先へという

ような形が求められてくるんだろうなと思いますし、また今まで多くの方々は御高齢には

なられていますけど、自家用車の利用を相当やられてきていますから、自家用車の場合は

自分の玄関先から目的地の玄関先までというのは当たり前の姿でありますので、やっぱり

それと同じものを要求するということになった時には、かなり詳細にわたっての対応検討

が必要になってくるんだろうなというふうに思っております。全体として地域として、ど

ういうような姿でその交通網または交通体系を確保していくかという部分での対応でいろ

いろ検討を加えていかなければならないだろうなというようなことでおりますので、ご理

解をいただければというふうに思います。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 
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○前中副委員長  

公共交通が自治体に対して、そういう過疎債の適用の有無の話わかりましたけども、そ

うは言いつつも町長の答弁にもありましたけども、高齢化社会の中でそういう人たちは車

社会で育った恩恵を受けた人でございますけども、やはり高齢になればなるほど、冬期間

の運転の怖さ、そしてなかなか外に出ようとしない。特に冬期の話ですけども、自ら各イ

ベントあるいは各事業に参加する、そういう町民協働の中の参加意識の薄れも交通機関が

ない中で実際問題起こってくるのかなと。ちょっと細かい話で恐縮ですけども、春の緑フ

ェスティバルには本町から緑までのバスの送迎あるのも実態ですけども、実際どれくらい

の活用なのかな。また逆に産業まつりにおいては、ある程度の路線バスで産業まつりのモ

トエカ会場までのそういう足の確保。行きたくても行けないという声もやはりあります。

公共交通がありますけども、利便性というところでなかなか難しい。そういった意味で、

町内における各施設あるいは各事業の運用ができる何といいますか、広範囲な利便性の高

い地域間の交通手段はやはり考えていただきたい。本当に難しいかもしれませんけども、

町内におけるいろんな施設があります。温泉施設にすれば３施設、町内に３施設もありま

す。パークゴルフ場もこれまた３施設。でもそれらはすべて点だけで終わっていまして、

それを結ぶものがありません。あるとすればマイカーなり、車なりの移動。やはりそうい

った部分で、これからの交流、そして地域の活性化でいろいろ考える中では、人を動かす

ことによって地域が盛り上がる。どうやって清里町の町内に人を運んでくるか。それによ

って各種イベント、あるいは各種の施設がそれなりの働きがある。あるいは商店街におい

てもそういう人が来てくれれば小さな生活必需品を買うなり、そういう消費行動を喚起で

きるのかな。そういった意味で行政ができるユニバーサルサービスではございませんけど

もそういった部分で、難しいのは重々承知しておりますけども、何か１つ知恵と工夫の中

で前向きな方向性を検討していただきたいなと思っております。 

冒頭、一般質問の中で清里高校の存続においてもそういう話は考えておりました。しか

しそこには費用対効果ではありませんけども、仮に今言ったような自由なコミュニティ的

あるいは乗合ハイヤーがもし構築されるんであれば、そういう形で運行も何ら問題ないの

ではないかなと思っている一人でもあります。 

町長のお考えの中で、なかなか前に進む部分で英断もあるかと思いますけども、今後の

中で検討課題として持っていただきたいと思いますんで、それについて改めて答弁のほど

よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

ただいまの質問でありますけれども、問題はどれだけ実際需要があるかと。きちっと見

きわめなきゃならんだろうと。バスを走らすことは、物理的なものを金銭的なものだけで

解決しますけども、実際にそういう何らかの手法で起こしたときに乗って良いですよと言

いながら、ほとんど利用されていないということもあります。そこらへんもきちっと見き
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わめながら今後の対応として乗っていただける方法としてどういうやり方があるか。バス

なのか、乗合のハイヤーなのかだとかいろんな手法があるのかなというふうに思っており

ますが、いずれにしろ、やるとなれば相当の覚悟を持ってやらなきゃならないというふう

に思います。簡単なことではないと。当然自前でやるとなれば、それなりの資本投資も要

りますし、運行にかかわる経費、年間経費になりますので、そこらを踏まえて費用対効果

が果たして生まれてくるかどうかと。お話は十分に分かるんです。私もそうだなとは思っ

ておりますけども、そこを見きわめる必要もあるだろうというふうに思っておりますので

そこら辺、慎重の中どれだけの利用と、申し上げたような形での効果が生まれてくるのか

も全体的な評価の中で最終的にはどの手法が良いか。いろんな手法はあると思います。で

すから先ほども言いましたようにスクールバスがありますから、利用してもらう方法をう

ちの方からも提案をすると。スクールバスの時刻表は年２回ほど変わるんですが、新聞に

入りますけど、これを見てこれに乗っていこうと思うような中身になっていません。極端

に言えばスクールバスの時刻表というふうにしか捉えていない。しっかりと町民の皆さん

にこれには乗れますよ１回２００円ですよというＰＲの仕方、それからもう１つは先に言

いました公共交通のＪＲをもう少し有効に活用していただく方法だとか、そういう部分を

含めながら、そこを補完する部分として、駅までどうするんだというやり方を考えてみる

だとか、いろんな手法があるんだろうというふうに思いますんで、そこら検討を加えなが

ら方向性を求めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければとい

うふうに思います。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

本当に難しい部分でございまして、検討の余地もあるのも事実かな。またそういった意

味でニーズという部分もほんとにアンケートなり取りながら進めていかないと。やります

よと言いながら利用者がいないという実態があれば、これまた何の施策にもなりませんし、

そこはやはりほんとに慎重かつリサーチもあわせて町民の意向をくみ取りながら進めてい

ただきたいと思っております。 

次に２点目として、公共施設整備計画についてお尋ねします。これは若干前段池下委員

ともちょっと重複する部分でありますけども、本町本年度公共施設整備計画の立案という

ことで年度内にプランを策定するという運びになっております。この実際的な運用を今後

になってくるかなと思いますけども、その判断としていろんなところが全て出てきた時の

話になると思いますけども、そこの手段・目的というか、そういった部分。町長の考えて

いる中でスリム化なりあるいはスクラップアンドビルドという形での提言かなと思います

けども、そういった方向性の中で説明願えればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長  

町長。 
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○町長（櫛引政明君)  

内部の公共施設の総合管理計画の策定とそれに対する目的という質問かというふうに思

います。基本的に公共施設の総合管理計画。これについては国の方が将来的なこの施設の

維持管理に対する絶対評価というようなことで財政面も含めて、早急に整備をしなさいと

いうことでありまして、平成２６・２７・２８年の３ヵ年のうちに、全国の市町村すべて

において計画を策定するようにという指示があったわけでございます。内容的には今、人

口が減少していく中で、高度成長期に建設をしたそれぞれの公共施設。建物だけでありま

せんけれども、道路だとか橋梁とかすべての物を含めまして、それがだんだん年数を経て

老朽して更新時期を迎えつつあるときに、全体的な人口減少だとか少子高齢化だとか将来

的な財政問題も含めて、今後のそういう対応の中でこの計画を活用していきなさいという

ようなことでありまして、端的に言えば、この計画の中で人口規模の将来も見据えて、お

んなじ施設の中で更新するにしても規模の検討を十分に加えなさい。場合によってはスク

ラップ・アンド・ビルドではありませんけれども、統合するものは統合しなさいと。そし

て適正規模に求めていきなさいとこういうような中身があります。それで計画の目標とす

る期間は１０年間程度を想定して作成しなさいという指示でございます。今後、清里町に

おける１０年後のあり方を見据えるということになってくるんではないかというふうに思

っているところでございます。清里の場合、今年度計画を策定するということで予算を計

上させていただき、現在発注をさせていただいて策定作業の途中であるということであり

ます。町の方でお願いしている部分については、役場庁舎、札弦センター、緑センターさ

らには職員住宅もそうですし、公営住宅も当然そうでありまして、学校の体育施設、学校

施設、それから文化施設、これらもすべて内容的には入ってまいります。全体で２００施

設程度が対象になる施設ということで整備をしているところであります。 

このほかに実は橋梁の関係については、もう既に長寿命計画がおわっておりますので、

それはそのまま運用させていただくというようなことで整理されていくということでござ

います。この計画の策定工期は今年度いっぱいで計画が策定されるということになります

ので、草案が出来て方向性がまとまった段階で、又は議会の所管の方にも御報告を申し上

げたいというふうに考えているところでございます。いずれにしろこの中で例えば先ほど

申し上げました人口規模だとか、そういう判定をした結果、この規模よりも縮小するだと

か大きくなるというのは、現状ありませんけれど縮小する場合に改修が必要だと。その改

修に過疎債も我が町では過疎地域で過疎債のこの計画があれば対象にすると、計画のない

ところは対象にしないということでありますし、またスクラップアンドビルドで、スクラ

ップをしなきゃならんという部分についても、本来過疎債でスクラップの部分はありませ

んけれども、この計画を樹立した上での措置であれば、これらについても過疎債の対象に

していくという１面もありますんで、そこら辺も踏まえながら、計画の中でどう対応して

いくか。しっかりと今後取り組みを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。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 
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○前中副委員長  

スクラップアンドビルドは、改修あるいは撤去もそういった部分の公共財の方向性をき

っちりと出すというプランの策定だなと思います。やはり今回の決算審議の中にも町内に

おける公共財。役場庁舎から始まり、各文化的な施設として、体育施設の利用実態の内容

が出ております。どう見ても利用実態が少ない中の施設があるのは事実かなと。でもやは

り原課の中ではそれなりの数字をやはり確保するために誠心誠意努力されているのかなと

いう数字も理解できます。しかしそこにはかかり経費である委託料そして管理費がやっぱ

りかかってくる。ここはかなりの英断の中で町民の説明も踏まえた中で実施していく。今

そういった中で過疎債の適用があるという話になりましたけども、果たして全部それが過

疎債の適用案件になるのかどうなのかという部分も、ちょっと私自身も疑問がある部分で

ありますけども。そういった意味で、当町において昨日の審議中である部分体育施設の利

用実態がかなり少ない数字という部分がありました。そこら辺も他の施設、まだ多々ある

と思いますけども、町長の中の思っている部分ここをこうしてところまでは言えませんけ

ども、その判断基準というか判断材料としての思い入れという部分をお聞かせ願えればと

思います。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

管理計画の策定にあと現施設の老朽化の状況、また事業の状況を十分加味していかなけ

ればならない。それは客観的に道を把握して分析をしていくかという中において今回計画

を策定させていただきたいと思っておりますし、また人口減少化時代でありますから、今

後の人口がどうなっていくかという部分も一定の判断基準になるんだろうというふうに思

っておりますし、たまたま今回は町と仕事の総合戦略の中で人口ビジョンの策定がありま

すから、それをそのまま使いながらその見通しのもとで、今後の対応を考えていかなきゃ

ならん部分かなというふうに思っているところであります。また当然施設でありますから、

維持管理そして中長期的に見れば更新という改修。こういう部分も経費には当然変わって

くるわけでありますから、これらに対する財源財政措置として実態としてそれを賄いきれ

るのかどうかという部分を含めながらやっていかなきゃなんだろうと。高度成長時に景気

が良くて、いろんな施設を建設をしてきたということも事実でありまして、それらについ

ても少しずつ老朽化が始まり、利用形態が変わってきているというのが、今回の調査の中

で、しっかりと分析把握ができれば、それに対応できる施設のあり方というものが判定さ

れるだろうというふうに捉えておりますので、そういう部分において今後の調査の内容で、

御相談を申し上げたいというふうに思うところであります。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 
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○前中副委員長  

町内における施設の中で実態等々を加味しながら検討を加え、そして先ほど池下委員か

らもありました観光交流の施設ということで新しくビルドする公共財。そういった意味で

意味合いとしてかなり精密かつかなり熟慮した施策展開をやはり展開していただきたいと

いう部分も思っている一人であります。 

本町は本当にいろんな箱がありますけども、しかし一概に私自身は、箱物が悪いという

人間ではありません。ある程度の最低限の公共投資はやはり必要かなと。それも何といい

ますか、計画性の無いものじゃなく、ある程度の１０年あるいは２０年の中で公共施設あ

るいは公共財を進める中で、最低限の経済の循環が基本かなと思います。これはあくまで

も私個人の考えでありますし、そういった意味で今後新たな施設という部分で、町長が考

えておられるケアハウスも近々いろんな形で提案されるのかなと思っております。そうい

った部分で最低限必要性の高い優先順位をやはりきっちりとした公共財。しかしそれと伴

ってある程度のスクラップを同じように英断の中で持っていく。そうしない限り、いつま

で経っても全体の公共財、先ほど２００等々の施設があるかなという説明がありましたけ

ども、そのようなもの自体をある程度の中で削減政策をする。こういう目標を立てた中で

事業展開をやっていただきたい。難しいかもしれませんけど、これはやるしかないという

か決断するしかないと思いますんで、その辺も踏まえた中で、町長の答弁をお願いいたし

ます。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

各施設については、その時その時の時代の要請で必要な物を建設して、今日に至ってい

るというふうに理解をいたしておりますが、これらが一定の期間を経過して、今の現状か

ら見てどうなのかという部分と将来の見通しがどうなってくるかという部分によって一定

の判定をしていかなきゃならん、そういう時期がもう目先に来ているんだというふうに理

解をいたすところであります。そういうような中での公共施設を全体まずは把握をさせて

いただいた中で、中長期的な視点の中で今後更新をするなり、統廃合をするなりとまた長

寿命化をするなり、いろんな対応を方向づけしていきたいというふうに思うところでござ

います。いずれにしても一度建設するとなかなか店じまいが難しいわけでありますけども、

そうは言っても財政的な将来見通しも含め、また人口動態も含めながら、どこかの段階で

は判定をしていかなきゃならん時期が来るだろうと思っておりまして、今回の丁度公共施

設の総合的な整備計画の見直しの樹立でありますから、その中で一定の方向性が出せれば。

ただ１回ここで出してしまったから、何が何でもということにはならないだろうと私は思

っています。やはりそうした中で時代が移り変わることによって、一部駄目でもいや待て

よと。言う場合も出てくるかと思いますから、そこら辺は常にローリングをするような形

をとりながら、持って行ければなというふうに考えている次第でございます。基本的には

人口が一番景気の良いときにはまた人口も多かったわけですから、その合わせた運営床面

積とかになっております。そこら辺については十分に検討を加えながら、本当にそれだけ
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の必要性が現在もあるのかどうかという部分の判定が一番大事なところかなというふうに

思っていますが、ただその床面積を今すぐ直したいがために、財政出動するということに

なり得るかどうかということがあります。やはりそういうそれもタイミングを見ながら更

新だとか改修のタイミングのときにどうやるかということで、進めていく必要があるとい

うふうに思っておりますので、ご理解をいただければというふうに思います。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

タイミングの頃合いは、本当に難しいのかな、その判断。時にはスピード感を持った判

断。逆にその時々で熟慮しながら、そこまでに行き着く経過、プロセスをやっぱり懇切に

説明するとそういう事案もやっぱりあるかなと思います。特に福祉あるいは教育分野にお

いても同じように公共財学校ですけども、この判断やはりどこかでは判断する時期が来る

のかなと私自身もそういった部分強く思っている一人であります。 

そういった意味を含めて、次の質問、焼酎事業ではありますけども、今のお話と少し若

干関連はあります。更新という部分、あるいはどうするんだという部分で焼酎事業の話を

させていただきたいと思います。 

焼酎事業、平成２６年９月産業まつりに合わせた中で江戸川大学の鈴木教授の元で若手

のクリエイターでリニューアルの瓶の発表と新しい戦略という形で北海道清里というネー

ミングで、焼酎の販売用事業に乗り出した経過がございます。その間数々いろんな諸問題

等々あったのも事実かなと思います。そして議会の中で、修正動議という形で焼酎会計提

案した。そして可決した。これやはり事実かなと。そういった中一般会計からの繰入金の

中で現在きております。そして、今先ほど池下議員からもありましたけども売れていると

いう話がありました。現実、確かにかなり販売増という形で今伸びている段階に来ており

ます。そういった意味で今回仕入というか、そういう製造の中の製造品という形で上程さ

れて提案されました。現場の中での瓶の確保という部分で、大変困窮していたのが実態だ

なというのも理解しております。これからの焼酎事業。パンドラの箱を開けたの中で、財

政はどうなんだという指摘も大変強くございます。あるいは、これからその焼酎事業にお

ける各施設の更新状況、計画を考えているのか。これまた１つの問題点としてあります。

そして常に議員の中にもあります焼酎事業経営計画。果たしてこれが策定されましたけど

も見直しの検討はされているのか。そういった問題も今焼酎事業会計中にありますんで、

そういう点を踏まえて、町長の忌憚ない気持ちをお聞かせ願いたいと思います。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

清里町特産のじゃがいも焼酎でございますが、発想から４０年という大きな歴史を踏ま

えた中でも事業展開ということになってきたわけでございます。この４０年間というのは
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大変厳しい４０年ではなかったかなと。最初はじゃがいもから焼酎をつくるということで、

出来た当時は幻の焼酎というぐらい好評を得たわけですが、一定の量が製造されるような

段階になってくるとやはりいろんな部分が出てまいりまして、他の種類からの参入も入っ

てきたわけでなかなか思うとおりの進捗ができなかったという経過もあります。ただ一面

何度かのブームにも乗りまして、そのときにはびっくりするぐらいの増産体制をとったと

いうことも事実であります。一番最初の工場は学校の校舎を間借りした中でのスタートに

なりました。昭和６３年に現の施設ができ上がったということで、製造能力では、２００

キロリットルの能力を持つ工場になります。それから一時期は１６０キロぐらいまでの製

造をした時点もございますが、先ほど申し上げましたように、必ずしも順調に伸ばしてき

たかというとそうではなくてやはり大きく伸ばしたとき、低迷したときという推移を得な

がら今日を迎えてきたということであります。幸い一昨年は、４０年を目前にしておりま

したんで、新たな販路の拡大とイメージチェンジをはかるというような思いで、新しいニ

ューボトルのデザインに踏み切らせていただいた次第でもあります。そうした中で、おか

げさんでいろんな経過はありましたけれども、少しずつ順調な伸びを示しているところで

もあります。過度には期待はできませんけれども、一昨年よりは本年の方が、販売量も伸

びている経過でありますので、今後この動きをしっかりと大切にしながら、さらなる販売

戦略の構築をしていかなきゃならんというふうに思っている次第でもございます。 

またこの焼酎事業については、その時点を捉えながら経営計画を策定させていただいて

おりまして、今の経営計画は、平成２６年から平成３０年まで５カ年計画ということで、

策定をしているところであります。ですが現状としたときには、平成２６年にニューデザ

インに切りかえたということもありまして先ほども言いましたようにそれなりの売り上げ

が出てきておりますんで、数字的な部分からいけば少し開きが出てきたなということでロ

ーリングをかけていかなきゃならんというふうに考えている次第でもございます。 

焼酎事業というのは経済の中の事業でありますから、やはりその年その年の内容によっ

て大きく変遷をいたしますんで、そこは動向を踏まえながら将来目標としての目標を立て

ながらもその年その年の部分では、ローリングをかけるやり方での対応をしていかなけれ

ば、５年間の計画を立てたからそれで終わりということではないというふうに我々も認識

をしているところでありますので、そういう中で整備をさせていただければいうふうに思

うところでございます。 

いずれにしてもこの焼酎についてはまちの誇りであり自慢の種でもあります。当然全国

で一時広がりました、一村１品運動に先駆けて進んだ我が町独自の対応でありましたし、

また、この焼酎の免許を地方自治体が取得したのは、全国広しと言えど我が町しかないわ

けでありますから、これらの経過を踏まえながら適正な維持管理のもとにしっかりとブラ

ンド化を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いう

ふうに思います。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 
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○前中副委員長  

地方自治体で酒造免許を持っているのは清里町だけという話、本当にすばらしいことな

んですよね。ただしそれがまた１つ問題点でもあるという現実。 

２年前に焼酎事業所をグループ制に入れた。これも池下議員の指摘もあります。商売と

して自治体がやっている側面も持っているという町長が答弁なさいました。しかしそこに

グループ制という、産業課の中に組みましたと。今現状で起きている部分で、やはりどう

しても指摘しなければならないのは、数々の製造あるいは販売に至る過程の中で決裁のス

ピードがどうしても遅いんじゃないのか。現実、焼酎工場に従来であれば所長さんがおら

れてその中である程度の判断をして対応する。でも現状はどうでしょう。今課長が産業課。

所長ではありますけども、やはりそこは現場ではありません。本町庁舎内にずっとつきっ

きりでいる。果たして本当に機構の中で人員配置というか、もう少しスピード感のある業

務内容ができる体制をとらない限り、いろんな部分営業の中で、１年でかわったら困るん

だという話があったのも確かに聞いておりますし、仕入の部分で流通の方々との話し合い

の中で、ころころ担当がかわったら弊害が出る、そういう話もやはり聞いております。そ

ういった意味である程度、長く勤務できるのが商売としてはベターの形。先ほどの答弁の

なかで、町長アウトソーシングという形が出てきましたけど、それを焼酎事業でやれと言

いませんけども、ある程度の機構改革なりそういう部分。検討として進めていただければ

な。なかなか一刀両断に解決ができないとは思いますけども、その辺まず、焼酎に絡めて

の再質問という形で御答弁お願いいたします。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

体制の問題でありますけれども、基本的に焼酎の醸造販売免許については、我が町が取

得をしておりますので、これを第三セクターでありアウトソーシングをすることはできま

せん。出来ませんので、我が町がやめるとなれば、それで消えてしまうということに相な

ってまいりますので、以前も第三セクターにしてもどうだろうかとかいろんな課題が出さ

れてご協議を申し上げたことがありますけれども、現実問題としては免許の発行自体がこ

れは酒税法に基づく免許になっておりまして、我が町独自でいただいているということで

すので、第三者にこれを譲渡することは一切できませんので、基本的にはあとアウトソー

シングした中には生まれないということは御確認をいただいてきたというふうに思ってお

ります。 

あとグループ制の問題でありますが、基本的にグループ制の対応については、町民の皆

さんに策定をしていただきました清里町の自立計画の中で、焼酎事業は産業課にグループ

化をするということで対応がされております。そういうような中で対応させていただいた

ものでもありますし、また決済のスピードとかそういうことにおいては決してグループ化

になったから、スピードが遅れてしまうとかそういうことは、私はないというふうに思っ

ているところでありますが、ただ全体として課長がこちらにいるわけでありますから、そ

こら辺の対応等を職員が相談に来なきゃならんとかそういう手間暇の部分を考えれば、直



113 

接工場の中ですべての采配が仕切れるということにはなってこようかというふうに思いま

すけれども、これは事務事業の取り扱い等の中で対応がある一面できる部分もあるのかな

というふうには思っているところでもございます。 

今般、諮問をし答申をいただいておりますので、その中を見てもグループ制については、

全体の行財政の事務事業中では、理解をいただいているところでありますので、そこら辺

を見きわめながら、その答申をいただいたら１００％きちっとできるかどうかというのは、

また検証を入れている最中でありますので、そこらへんの検証をいれながら、どういう対

応をしていけるか、他の一般行政事務とは違うということは、十二分に理解をしているつ

もりでありますので、そこら辺についても、今後対応十分に検討させていただきたいとい

うふうに思うところであります。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

一般の事務とは違うという本当にそのとおりなんで、その辺改めて検討を願えればと思

います。また、同じような関連になるかと思いますけども、今回焼酎事業会計において一

般会計からの繰り入れという形で２回ほど繰り入れ処理しております。その中でやはり焼

酎会計特別会計という中で、本来は余り好ましい形ではないのは事実でありますけども、

ある程度の一般組み入れのガイドライン的なものをルールではございませんけども、きち

んと明確に提示した中で進める方向性、いろんな考えがございます。人件費というか職員

の給与等々の範囲の範疇で一般繰入を認めるのか認めないのか。あるいはその全体の予算

の中においてのある程度の部分の援助金だけを確保しながら、一般会計からの繰入を処理

する。そういう方向にするのかしないのか。本当にこの町の顔としての焼酎であるならば、

ある程度の繰入れ、これはいたし方ないのかなと私自身も思っておりますけども、ただそ

こにはある程度のしっかりとした繰入への基準を設けない限り、町民においての説明責任、

これ議会各議員各位もやはりありますので、そこらへんどのように考えておられるか、町

長のご答弁をお願いいたします。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

焼酎事業会計における一般会計からの繰り入れということでございますが、基本的には

こういう事業でありますから、原則的には収支が合えば、本当に一番ベターであるという

ふうに考えておりますから、基本的には収支がとれるように努力を最大限すべきだと。当

然のことだというふうに思っております。 

ただ現状論となったときに、必ずしもそういうふうに収支が取れてきたかと言われると

そうでもないという部分がありますので、事業をやっていく上においての収支の不足等に

ついては一般会計からの繰入をお願いしなければならんという状況下にあるというふうに
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思っております。最初の計画段階からまた事業の展開の段階からも繰入金ありきというの

は基本的なもんではないという気は私も理解はするところでありますけれども、委員の方

からもありましたように、やはり町の名物であり特産であると。そういうものをブランド

化しながら、町全体としてのイメージアップにつなげていくための事業という捉え方もあ

る一面していただく中で一定程度は運営上必要となってくることにおいて一般会計からの

繰入をお願いしなきゃならんというふうに思うところであります。先ほど申し上げました

ように、基本的には収支がとれるというのが１番ベターの姿というふうに思っています。

これはもうそれに向かった努力を不断の努力をしなきゃならんというふうに思うところで

ございます。 

ただこういう会計ですから、例えば給与の分だけはとか、施設費の分だけは一般会計で

と、単純にいかないんではないだろうかというふうに思っているというのは、例えばこの

会計が赤字になって資金不足が起きたというときにどこかで処理をしなければ、一般企業

であれば、倒産ということになる。倒産をそのままにしておけるのかとなると経営者とし

ては倒産しない方法を考えなければならないということになりますので、そこをやっぱり

対応をしていかざる得ないというふうに考えているところでもございます。そうした中で

ですね基本的には収支のバランスのとれた経営に向けて最大の努力をしながら、繰入を極

力減らしていく方向での対応を進めていくという形になってくるなというふうに思います。

単純に比較だけでいきますと事業をやっていることによる経済的な投資効果。経済波及効

果の分についてのみ繰入をという一定の理屈は成り立つわけですが、現状やはり収支が合

わない分はどこかで資金繰りをしなければならないというのも実情でありますので、そう

いう中で対応していければなというふうに思うところでございますので、これいろいろ考

え方によって対応の仕方が相当大きく変わってくるかなと思いますが、今申し上げた中で

御理解をいただければというふうに思うところであります。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長  

収支の合うという部分の話になりますけども、６月の定例会の中にも焼酎の単価改訂の

話が出ました。そういった意味で、議員の中でもやはり原価、生産原価はどうなっている

んだという部分の指摘がありまして、やはり製造原価における物財費のその瓶のコスト、

これはかなり大きなウエートを持っている事実とそしてなかなか特殊な瓶ということで、

今現場の中ではかなり納期的にも３ヶ月からそれ以上４ヶ月という形で、なかなか出来て

いない。そして何度も話にはしますけども、地方自治体がやっているということも、民間

と自治体の関係、やはりそこで交渉能力、どうしても民間事業者に対しての強い価格交渉

権がどうもないのかなと。本当にそのジレンマ。地方自治体が運営しているという本当に

大きな声は言えるんですけども、逆にそれが１つの弊害になっているんではないのか。交

渉力をもって安く、仕入れてこいと原課に言っても、やはり向こうは向こうで、やっぱ公

共事業の自治体でしょうって話で、もう言いなりの中の交渉で帰ってくると。仇討じゃな

いですけども、なかなか大変だなと。そういう時は殿様がいって一刀両断でこれだって話
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しを決めれば本当に早いのかなと思うんですけども。それが出来るか出来ないかは別の問

題ですけども、でもやはりやらなきゃならないだろうというのも私自身思うところです。

これやはり、一村一品で国の政策の中で、長年文化として発足から４０年続けてきた。こ

の実績、やはりそこは政治として強くアピールしながらいろんな部分思い入れの中で、活

動して今後の中の展開。単価も含めてあるいは設備の更新の計画もちょっとお尋ねします

けども、そこらへんはやはり、強い思い入れの中でそこら辺どう考えておられるのか。質

問させていただきます。 

 

○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

焼酎事業の展開等全体的な単価の見直しの関係でございますが、現在の焼酎事業の単価

の設定はかなり以前に行ったものでありますから、電気料金も２回にわたって上がってお

りますし、それ以外でも資材が随分高騰してきております。当然そのタイミングを見なが

ら、見直しをかけていきたいという雰囲気に思っている次第でございます。 

基本的には、消費税が再来年２９年４月に改定になります。これは２６年の改定のとき

にもその部分だけについては値上げをさせていただいておりますが、そのとき全体の見直

しをしたんでなくて、単価の全体の部分にその以前の部分は、そのまま引き継いだわけで、

単純に５％から８％、３％分だけ前回は値上げさせていただいておりますが、今回２９年

の４月の部分は、８％から１０％になるわけで、その段階では単純にそれだけでなくて、

全体の資材とそういう部分を総洗いしながら単価決めをさせていただければというふうに

思っている次第でもございます。 

今これから進めて参ります瓶の製造の関係が行政だから自治体だからということでは、

単価的にもまた製造的にもそういうことではないというふうに私は思っております。一生

懸命きちっとその辺の部分に言うべきことを言いながら、相手側とも交渉しながら単価を

決め瓶の製造工程も決めていただいているというふうに理解をしているところであります

けれどもロットがきわめて少ないということも事実であります。大きなメーカーあたりだ

とロットの単位が違うもんですから、うちの瓶の製造には実は何か月もかかりません。そ

れこそ１日もかからないだけのロットしか無いんです。無いんですが、ラインに入ってい

ないんだそうです。相手方のロットが大きいものですから、本当にすき間産業で製造して

いるというような形でロット数しか実は無いんだということでありまして、こちらの方も

始めはもう言ったらすぐ来ると、大体言えば１カ月以内には普通の製品であれば納まって

てくるとこういう思いでいたわけですが、最低３カ月なければ、要は空いたときにいつ入

れるかと、こういう話だということであります。実はこれも直接首長が直接いって交渉す

べきだということで、実は交渉させていただきました。がっちりと物は言ったんですが、

やっぱりできないものはできないということで、どうにもならんかったという経過もあり

ます。本当に昨年の９月以降の瓶の製造の時は断腸の思いでありました。ですから向こう

の責任者を呼んでがっちりやらしてもらいましたけれども、やはり３カ月４カ月はかかる

んだということで押し切られたと。本当に場合によっては、メーカーを変えてでもってい
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う話をして、そこまでいく思いでやったんですが、そういうような状況であったというこ

とも、中に何もしないで今日を迎えているということでは無いということも一面御理解を

いただければというふうに思うところであります。以上であります。 

 

○勝又委員長  

前中委員 

 

○前中副委員長  

そういった意味でこれからの焼酎事業、今回旧レストハウスの施設観光拠点と合わせて

ランドマーク的なあそこのポイント。一体的な取り組みを進めなければ、本当に困難なこ

の観光の時代に１つのシンボルとしてあの焼酎工場。持っていていただきたいというふう

に考えております。ちょっと焼酎まだまた質問したかったんですけど、時間の関係もあり

ますし、最後４つ目の話これも除排雪という形で池下委員とまたかぶるのかもしれません

けども、若干違う切り口で簡単な質疑になるかと思いますけども質問させていただきたい

と思います。 

除排雪ということで除雪でなくて排雪の関係。昨今重い雪っていうことで、苦労されて

おりますけども、除雪はいろんな形で公共的な部分の除排雪あるいは自治会における除雪

という形で進んでおりますけど、それに伴う排雪に関してなかなかそこにはある程度の重

機。雪を持ち出す、運び出すという動作があるんですけども、やはりそれが無いが故に公

共的な道路に雪を持っていくという行動にどうしても進むのではないか。元気な方々はそ

うなんですけども、逆に本当に高齢になった独居世帯、あるいは高齢の世帯になると除雪

車が来てくれるんですけども、玄関先の除雪も自治会におけるボランティアでやっていた

だけるんですけども、ボランティア自身もその雪を今度投げ場所がないという実態、ここ

に３年特に顕著にあらわれている重い雪。町長さきほどの答弁中で、それを協議する自治

会連合で話していきたい。あるいはどういう仕組みになるか今後検討したい。そういう部

分の説明がございました。私自身も種々いろいろ考えながら、どのような形が良いのかな

という部分を考えておりまして、ある程度の要支援をいただいている所の世帯における排

雪作業を登録ではないですけども、ボランティア的な形でもし可能であれば、登録をして、

そこが排雪作業を受けます。そこに町内における民間事業者との競合という部分もありま

すけども、そうじゃなくて本当にボランティアの形で出来る形。どういう形が良いのかわ

かりませんけども、年に１回あるいは２回程度の軽微な排雪をどこが担うかというのは事

業者あるいは担い手へのボランティアが必要かと思いますけども、どういう形が良いのか。

そこには本町の基幹産業である農業の若い力という部分をどうにか発掘しながら活用でき

ないのかなっていう部分もあります。私自身も後継者はおりますけども、そういった意味

で社会貢献ができるような形で若人の力を借りながら、本当に支援しなければならない世

帯。これは本当に要支援という言葉が良いのかどうかわかりませんけども、そういった意

味の支援における排雪作業を受け持つ形を出来る範囲中で施策として、出来ないのかなと

思っておりますので、誠に唐突でありますけどもその辺について排雪がらみの除排雪です

けれど説明していただきたいと思います。 
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○勝又委員長  

町長。 

 

○町長（櫛引政明君)  

除雪そして排雪ということでありますが、町の方の要綱で定められている支援の内容と

いうのは、あくまでも除雪に対するボランティアの１世帯当たり６千円とこういう取り決

めで今まで進めてきたというのが実情であります。排雪は、町で道路を除雪したやつが歩

道に乗るもんですから、それらを排雪するということで年に２回ほど市街地域を中心に排

雪をやっております。このときに道路に面するところは出していただければ持っていくと

いうようなことでの対応は今までもしてきたわけでありますが、最近土日になると大きな

吹雪が入ってくるという状況でありますから、年２回程度では足りなくなってきているの

かなというふうに思いますけれども、現状のお話をいただいた分でいけば、なかなか単純

に排雪の部分だけをというのは難しいかなというふうに思っておりますが、どうしても今

の時代ですから御高齢で動けられないということになれば、ボランティアの方に排雪まで

って言っても機械力がなければ、排雪は無理だというふうに理解をすることでございます

んで、どれだけのボリュームがあるのか。排雪が必要のない除雪をされている世帯もある

かと思いますんで、どうしても排雪がなければ大変だという部分の実態把握も一度やらせ

ていただいて、そういう中で先ほどちょっと池下議員のときにもお話ししました地域の住

民の方、そして自治会の皆さん、また業としている事業者の方もおりますんで、そういう

協議の中をどういうふうな形でこういうお話ができるかどうか。そうした中においてもす

んなりいくのかどうかという部分もありますし、また御提案をいただきました農家の方々

の後継者の力も借りて、その機械力を有効に活用してはという御提案もいただきましたの

で、これらも含めてどういう形で実際的にやり切ることとかできるのか。みんなで協議を

する場の中で検討を加えていければなというふうに思っているところでございます。 

また排雪となれば通常と違いますんで、機械力となれば、やはりそれなりの経費負担も

出てくるだろうというふうに思いますし、そこら辺が果たして負担する側が堪えられる中

でおさまるのかどうか。段取りは自治会なりボランティアの方々対応してもらってもやは

り経費負担はまさか自治会にしなさい手配してくれた方にしなさいというわけにはならな

いということになりますので、その負担のあり方を含めてどういうふうに対応していった

ら良いのか、それらについてもそういう会合の席で含めて検討させていただければという

ふうに思います。 

 

○勝又委員長  

前中委員。 

 

○前中副委員長 

４点ほどの質疑をさせていただきました。今回常に思った中で厳しい財政の中で限られ

た財源がどう有効に諸施策をうっていくのか。本当に町長としての舵とりは大変難しくあ

りますし、また現課の職員に対しても今まで以上に英知を結集して施策の立案に邁進して

いただきたいと思います。そういった意味でこれからの町民の住みやすい町づくりに向け
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て町民一丸となり、また町長そして職員とそして私たち議員も一丸となって頑張っていき

たいと思います。そういった意味で私の統括質疑をさせていただきます。 

 

○勝又委員長  

以上で、前中委員の総括質疑を終わります。 

 

○勝又委員長 

 以上で総括審査を終わります。前中副委員長は副委員長席に着席願います。 

これをもちまして、平成２６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日間大変長時間にわたり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。審査中に各委員から出されまし

た意見などにつきましては、今後十分検討していただき、明年度の予算編成にまた行政執

行に活かされますよう要望申し上げます。経済、社会情勢など大変変化の厳しい時代を迎

えておりますが、町民の福祉向上のため一層の研鑽とご努力をご期待申し上げまして、審

査終了の挨拶といたします。ご協力ありがとうございました。 

 

○勝又委員長 

 ここで、暫時休憩いたします。町理事者、職員の方は退席願います。 

                              

○勝又委員長 

 休憩前に引き続き、審査を行います。 

ここで、認定第１号 平成２６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２６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） 

 

○勝又委員長 

 異議なしと認めます。審査意見の内容について、事務局長に説明させます。 

 

○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２７年９月２５日、２８日、２９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２６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
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いても、健全財政が堅持されていると判断いたしますが、町税使用料等の自主財源は人口

減少や景気の低迷等により大きな伸びは期待できません。今後とも事業の選択と集中、事

業指標の改善など行政運営の効率化やコスト削減等の行政改革をすすめながら、健全で安

定した財政基盤の確立を望みます。ついては、今回の決算審査の意見を十分に検討され、

妙年度以降の予算編成や町政運営に活かされるように要望いたします。 

 

○勝又委員長 

 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） 

○勝又委員長 

 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。 

 

○勝又委員長 

 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） 

○勝又委員長 

 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２６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２６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） 

○勝又委員長 

 挙手全員であります。 

 したがって、認定第１号 平成２６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２６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。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ４時０６分） 


