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平成２８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２９年 ９月１２日（火） 

  開 会   午後 ２時２７分 

    散  会   午後 ４時３４分 

 

 

●出席委員（７名） 

   委 員 長  池 下   昇     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  勝 又 武 司      

 

 

●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       伊藤 浩幸    企画政策課長     本松 昭仁 

  町民課長             河合 雄司    保健福祉課長     薗部  充     

  保健福祉課参与    長野 徹也    産業建設課長     藤代 弘輝  

  焼酎醸造所長     清水 俊行    出納室長       熊谷 雄二 

  教育長        岸本 幸雄    生涯教育課長     原田 賢一 

  消防清里分署長    野呂田成人     

 

 

●職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長       溝口 富男 

    主  査       寺岡 輝美 

 

 

○議会事務局長（溝口富男君） 

 決算審査特別委員会の開催に先立ちまして、委員長であります池下委員長よりご挨拶申

し上げます。 

 

○池下委員長 

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。 
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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進展によ

り社会経済情勢は目まぐるしく変化をしています。地方の経済状況は依然と厳しく、行財

政はますます厳しい状態になっております。町民の要望や山積する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これまで以上に求められ

ております。 

本定例町議会に平成２８年度各会計の決算認定が提案され、本日から１５日にかけて審

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。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。4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 午後 ２時３０分） 

●開会宣告 

○池下委員長 

 これより、平成２８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（溝口富男君） 

 平成２８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１２日～１５日までの４日間とします。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

内容の説明を行います。２日目、３日目は審査を行います。４日目の１５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。 

 

○池下委員長 

 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。 
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○代表監査委員（篠田恵介君） 

 それでは、平成２８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～ 

 

○池下委員長 

 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） 

○池下委員長 

 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) 

 それでは決算審査特別委員会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

この度審査をお願いいたします平成２８年度の会計につきましては、第５次清里町総合

計画後期５カ年計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略の実質的なスタートの年であり、

且つ私の町政執行における２期目の折り返し年度の決算でありまして、一般会計及び６特

別会計併せて歳出総額で６８億１千２８８万円となっております。 

平成２８年度は台風が北海道に上陸し、道内各地で記録的な暴風雨に見舞われ、河川の

氾濫や農用地道路などが流出、決壊するなどの甚大な被害が発生をした年であります。清

里町においても多くの被害が発生し、復旧復興に向けて所要額を措置させていただいてお

ります。また私が町政を担当させていただき１期目に導入した施策事業の継続実施と２期

目の公約に掲げた政策の実現に向けた各種の取り組みにつきましても、それぞれ積極的且

つ計画的に実施をさせていただいたところであります。 

それでは、各分野における継続する重点事業と主な新規事業について申し上げます。国

の社会保障と税の一体改革により進められている社会保障税番号制度システムの導入事業

及び自治体情報セキュリティー強化対策事業、災害対策基本法の改正に伴う地域防災計画

の見直し、新規職員採用に伴う職員住宅の建設、住民参加と協働共創のまちづくり事業と

しての花と緑と交流のまちづくり事業をはじめ、地域活動推進事業、若者の活動を支える

清里応援事業、社会基盤としての道路新設改良整備事業、清掃センター長寿命化改修事業、

農業経営の安定と生産基盤の整備に向けたＪＡ清里町農協の麦乾施設の整備事業及びじゃ

がいもシストセンチュウ洗浄施設の整備事業、昨年度法制化がされました多面的機能支払

交付金事業の導入、商店街に活力を取り戻すための店舗出店改修支援事業や商工業振興対

策事業、住環境整備と住宅関連産業の振興策とした民間賃貸住宅建設促進事業、住宅リフ

ォーム支援事業、公営住宅建設及び改修事業、地球温暖化と省エネルギーの取り組みとし

ての地中熱の利用事業、太陽光発電施設整備導入支援、町民の健康を守るための救急医療

体制支援事業、２４時間電話健康相談サービス事業、各種健康診断などの検診事業、イン

フルエンザや肺炎球菌ロタワクチン等の予防接種事業、高齢者の皆さんが住みなれた地域

で安心して暮らすための高齢者暖房費支援事業、臨時福祉給付金事業、さらには子ども子

育て支援としての出産祝い金の支援事業、子ども医療費の無償化支援、子育て世帯の臨時
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特例給付金事業、学校教育環境の充実整備を図るための特色ある学校づくり支援事業、教

育支援員及び特別学級支援員の配置、小中学校へのタブレットの導入、清里高校総合支援

対策事業、移住定住交流などを通じたまちづくり活性化事業としての情報交流施設活動施

設の整備事業、若者世帯居住推進家賃の支援事業も実施をさせていただいたところであり

ます。また、本町のすぐれた庭園景観や豊かな観光資源を活かした観光計画の策定と老朽

化が進んでおりました緑スキー場の圧雪車、高齢者の見守り施設でありますケアハウスの

実施設計、さらには北海道日本ハムファイターズの市町村としての応援事業などにつきま

しても実施をさせていただいているものであります。 

これもひとえに議員各位の御指導と御支援町民皆様の御理解と御協力の賜物でありまし

て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１０日から９月４日までの長期間にわたり全７会計の歳入歳出決算審査の実施をい

ただきました。監査委員さんのご労苦に心より御礼を申し上げる次第であります。 

さて東日本大震災以降、各地でも地震災害や火山の噴火前線や台風による集中豪雨や暴

風雨、そして竜巻などの自然災害が多発をしており、余談の許さない状況が続いておりま

す。加えて北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射や核実験等により有事に対する脅威が

現実のものとして増してきており、防災や武力攻撃事態等への具体的で早急な対応が求め

られております。そうした中にあって、安倍政権は強い日本を取り戻すとしてアベノミク

スによる３本の矢を掲げデフレからの脱却と持続的な経済の成長を実現とするとした目標

半ばにアベノミクス第２ステージへの移行を宣言し、一億総活躍社会の創造を新たな目標

に強い経済ＧＤＰ６００兆円の達成、夢を紡ぐ子育て支援、希望出生率１．８人、安心に

つながる社会保障、介護離職ゼロとする新３本の矢が放たれましたが、この間におけるさ

まざまな課題と問題から内閣改造を余儀なくされる中、新たに働き方方策なる方針が打ち

出されたところであります。 

また、トランプアメリカ大統領はＴＰＰ協定からの永久離脱を宣言し、アメリカとの２

国間でのＦＴＥ交渉及びＥＵ諸国とのＥＰＡ交渉が現実味を増しており、これら広範な自

由貿易交渉による１次産業への影響が懸念される状況となっております。 

さらに税と社会保障の一体改革を支える消費税率の引き上げの先送りにより国の財政需

要はますます厳しさを増しております。そうした中、今年度は地方交付税が平均で４．５％

を超える減額算定となるなど地方財政にも大きな影響が及んでいるところであります。 

私はこうした背景と変化を十分に認識し、厳しい中にあっても将来を見据えたまちづく

りを目標に町民の皆さんが本当にこの町に住んでいて良かったと実感することのできるま

ちづくりを実現するために第５次清里町総合計画５カ年計画、並びにまち・ひと・しごと

地方創生の総合戦略の実効性を確保しつつ、引き続き各種施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、これにより池下決算審査特別委員会委員長、並びに前中副委員長

の采配により決算審査をいただくことになりますが、議員各位におかれましては、よろし

くご審議を賜ります様お願いを申し上げ挨拶とさせていただきます。御清聴ありがとうご

ざいます。 
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○池下委員長 

 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） 

 

○池下委員長 

 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。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 平成２８年度各会計の決算審査にあたり、各決算内容について御説明申し上げます。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をしております。財産に関する調書につきましては各会計決算

書の最後に編纂しております。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

を説明する資料をあわせて提出しております。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、要点のみ説明させていただくことを御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

２８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表紙をお

開きいただきたいと存じます。 

平成２８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７０億４千４０２万７千円に対し、決算額は７０億８千

９２７万３千円であり、予算対比１００．６４％となっております。 

歳出につきましては、決算額が６８億１千２８８万９千円であり、執行率は９６．７２％

であります。なお歳入歳出差引残高は２億７千６３８万４千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２７年の歳入が６８億１千４７１万円、歳出は６５億１

千５７６万３千円であり、歳入では２億７千４５６万３千円の増、歳出で２億９千７１２

万円、１２万６千円の増となってございます。 

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３億３千１５８万円

の増となっている他、介護保険特別会計が３千４９８万１千円の増、国民健康保険事業特

別会計が７千５９６万７千円の減、後期高齢者医療特別会計が５３万１千円の減、簡易水

道事業特別会計が５６０万５千円の増、農業集落排水事業特別会計が２３０万９千円の減、

焼酎事業特別会計が３７６万７千円の増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いたしますので、ピンク色の紙を開いて３ペ

ージをご覧ください。平成２８年度の歳入総額は５４億４千１５４万１千円であり、歳出

総額は５２億７４５万５千円、歳入歳出差引額は２億３千４０８万６千円となっており、

翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費の１５２万５千円であり、実質収支額は２億３千

２５６万１千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の２千８２０万１千円でございます。 

４ページをお開きください。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。下段合計欄をご覧ください。調定額は、５４億５千１６９万７千円、収入済額は５４
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億４千１５４万２千円であり、不納欠損額は２０万８千円、収入未済額は９９４万７千円

となっており、前年度との比較では微増となってございます。不納欠損につきまして、徴

税が２０万８千円であり、その内町民税が４万９千円、固定資産税が１５万９千円の内訳

となってございます。収入未済額につきましては町税が７８９万１千円であり、そのうち

町民税が２８６万２千円、固定資産税が４９１万２千円、軽自動車税が１１万７千円とな

ってございます。また使用料及び手数料の収入未済額２０５万６千円の内訳は、住宅使用

料２０３万５千円及び税務督促手数料１万２千円、住宅督促手数料９千円でございます。

予算現額に対する増減額は、３千２５４万７千円の増であり、収入割合は予算現額に対し

１００．６％、調定額に対しては９９．８％となってございます。科目別収入割合におい

て、主なものは地方交付税が４７．２％、町債が１２．９％、町税が８．７％、諸収入が

７．３％、国庫支出金が５．２％となってございます。 

５ページをご覧ください。歳出の款別調べについて合計欄で説明いたします。予算現額

５４億８９９万５千円に対し、支出済額５２億７４５万６千円で翌年度繰越金が３千７２

９万４千円であり、不用額は１億６千４２４万５千円となっております。執行割合は予算

額に対し９６．３％でございます。なお、翌年度繰越額の内訳につきましては、総務費の

社会保障税番号制度事務事業に３３万３千円、民生費の年金生活者等支援臨時福祉給付金

給付事業に６３２万１千円、教育費の教職員住宅整備事業に３千６４万円となってござい

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けど

も、特異的なこととしましては、まち・ひと・しごと総合戦略にかかる総合戦略事業費の

新設、情報交流施設建設に伴う情報交流施設整備事業等が挙げられます。 

各科目の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

給与費の給与手当負担金、一般管理費の委託料、行政情報システムの管理料の委託料、総

合戦略事業費の負担金補助及び交付金などが主な要因であります。民生費につきましては

各目の扶助費、老人福祉費の委託料や負担金補助及び交付金などが主な要因であります。

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等が主な要因でありま

す。消防費につきましては、負担金補助及び交付金が主な要因であります。教育費につき

ましては、各目の需用費等が主な要因であります。なお詳細につきましては５６ページか

ら５９ページに記載しておりますのでご参照ください。 

６ページをお開きください。歳入の性質別財源構成比較表についてご説明いたします。

歳入の調達方法から、依存財源と自主財源に区別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ございます。平成２８年度決算額５４

億４千１５４万２千円の内、地方交付税の依存財源は３９億３千１９６万円で構成比は７

２．３％であり、町税等の自主財源は１５億９５８万２千円で２７．７％の功績となって

おります。特定財源につきましては１８億１千９２万４千円で構成比は３３．３％、一般

財源は３６億３千５９万８千円で構成比６６．７％となっております。平成２７年度の比

較では依存財源が２億６千６３８万７千円の増となっており、町債の増が主な要因でござ

います。 

７ページをご覧ください。一般会計歳出の性質別財源構成表については歳出を消費的経

費と投資的経費に分類し、その財源の充当について特定財源と一般財源に区別しておりま

す。合計欄で説明いたします。平成２８年度の決算時における財源内訳は特定財源が１８
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億１千９２万４千円であり、構成比は３４．８％、一般財源は３３億９千６５３万１千円

で、構成比は６５．２％となっております。また経常的な一般財源は、２６億５千７４９

万９千円であり、財政構造の弾力性を示す経常費比率は７３．２％となっており、前年対

比で１．８％下がっている状況にあります。投資的経費の決算合計額は９億４千２３１万

８千円であり、２７年度との比較では４億２千４６６万円の増となってございます。 

８ページをお開きください。本表は款別性質別の歳出内訳であります。消費的経費の内

人件費及び物件費について款別に区別したものであり、人件費総額は６億８千５１３万３

千円で、前年対比１千４２６万７千円の増となっております。また物件費については１２

億５千２３９万４千円であり、前年対比９千８３１万３千円の増であり、需用費、備品購

入費の増が主な要因でございます。 

９ページ、１０ページをご覧ください。この表は債務負担行為の総括表であり、年度区

分の前年度末は平成２７年度末、決算年度は平成２８年度、翌年度以降は平成２９年度以

降となっております。決算年度である平成２８年度中における債務負担は農業経営基盤強

化資金利子助成事業をはじめ、全部で３２件、４億５千８２０万８千円となります。また

平成２９年以降の債務負担については２９件で、総額３０億３千４００万円でございます。 

１１ページをご覧ください。地方債の現在高調べについて御説明申し上げます。下段の

合計欄をご覧ください。平成２７年度末現在高が６８億６千９７８万７千円であり、平成

２８年度中の発行額が７億１２０万円、当該年度の償還額が元利利子合計８億２千２６２

万９千円となっております。従って平成２８年度現在高が６８億２千５２５万８千円とな

り、前年対比で 4千４５２万 9千円の減となります。以下１３ページから５５ページまで

は主要施策の成果と先ほど申し上げましたとおり５６ページから５９ページまでは決算不

用額の主な内容、６０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１００ページをご覧ください。この表は実質収支に関

する調書であり、３の歳入歳出の差引額は２億３千４０８万６千円となっており、翌年度

へ繰り越すべき財源を差し引いた後の実質収支額は２億３千２５６万１千円の黒字となっ

てございます。 

続いて財産に関する調書の説明をいたします。次のページをご覧ください。はじめに公

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につきまして

は３千３４２．７２平方メートルの減であり、法定外公共物の用途廃止に伴う土地売払い

措置によるものでございます。年度末現在高は、９５２万８千４５４．９４平方メートル

となっております。また建物につきましては木造が３２４．３６平方メートルの増であり、

公営住宅、町営住宅の建設等によるものであります。非木造は７７０．７３平方メートル

の減であり、公営住宅、温室ハウスの取り壊し等によるものであります。年度末の現在高

が９万２５４．６１平方メートルでございます。 

次のページをお開きください。１０２ページから１０４ページは行政財産と普通財産に

区別し、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。１０５ページの（２）

物件、（３）有価証券につきまして増減は生じておりません。（４）出資による権利につき

ましては網走地区森林組合へ６万３千円を増資し、網走森林組合の年度末現在高は９６万

３千円となりまして、出資金９件による合計年度末現在高は１千４９３万２千１００円と
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なってございます。 

１０６ページをお開きください。物品につきましては、介護老人施設ワゴン車の廃止に

より年度末現在高は３３台となっております。基金につきましては北海道備考資金の配当

奨学資金貸付基金の増額も含め、年度中増減額は１億４千９７８万８千４８３円の増で年

度末現在高は４９億３千５２２万７２６円でございます。次の１０７ページ・１０８ペー

ジの貸付基金運用状況については、生涯学習課長よりご説明申し上げます。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 地方自治法第２４１条の規定に基づく資料として基金の運用状況について御説明申し上

げます。１０７ページをご覧ください。はじめに清里町奨学資金貸付基金の運用状況です。 

決算年度末の基金の総額は平成２８年度に１千万円積み立てし、６千５００万円となっ

ております。基金の運用状況につきましては、貸付額の決算年度末現在高は１億９千１０

０万５千円で備考欄に記載のとおり、平成２８年度中の貸し付けは大学等に進学する際の

入学資金貸付が７名で５６９万８千円、高等学校、専修学校への修学に係る資金貸付が７

名で２６４万円、短大大学への修学に係る資金貸付が１４名で６４８万円、合計２８名で

１千４８１万８千円となっております。償還額の現在高は１億３千８６６万８千３４０円

で決算年度中の償還は合わせて３２名、３８４万６千３４０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１千２６６万３千３４０円となります。 

続きまして１０８ページをご覧ください。清里町町民海外派遣研修事業貸付基金の運用

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

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

金造成されたものでございます。貸付額の現在高は２千７９１万７千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２千７８６万９千円で決算年度中の償

還は２名で６万６千円となっております。 

従いまして決算年度末現在の基金残高は８９５万２千円となります。以上で２つの基金

についての運用状況の説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 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２８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御説明いたします。 

はじめに清里町各会計歳入歳出決算説明書６１ページをご覧ください。第１表平成２８

年度款別決算額調べについてご説明いたします。歳入の決算額につきまして一番下の合計

で説明いたします。予算額が４億６千９５７万５千円に対しまして、調定額は４億７千６

１７万３千円、収入済額は４億７千５３１万９千円、不納欠損は２３万１千円、未収入額
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は６２万３千円となっております。予算額に対する増減は５７４万４千円の増額となって

おり収入割合は予算額に対しまして１０１．２％であり、調定額に対しては９９．８％と

なっております。 

次に歳出につきまして予算額が４億６千９５７万５千円、支出済額は４億５千８００円

とんで２万１千円、不用額は１千１５５万４千円であり、この主な要因は保険給付９８４

万８千円であります。支出割合は予算額に対しまして９７．５％であります。次のページ

をお開きください。第１表の附表につきましては、只今説明いたしました款別決済額調べ

をグラフ化したものでございます。説明は省略させていただきます。 

次に６３ページ。第２表性質別経費分析表ですが、負担金補助及び交付金の合計が４億

３千２９６万３千円と全体の９４．６％を占めてございます。 

次の６４ページご覧いただきたいと思います。第２表で説明いたしました、経費ごとの

区分でありますので説明の方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１６ページ、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４億７千５３１万９千円であり歳出総額

は４億５千８０２万１千円、歳入歳出差引額及び実質収支額は１千７２９万８千円となっ

てございます。 

次に１７ページでございますが、財産に関する調書の基金でありますが、前年度末現在

高は１千１３５万１千１５４円であり、決算年度中の増減高は４８５万５千３４６円の増

額であります。決算年度末の現在高は１千６２０万６千５００円となっております。以上

で決算の説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 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２８年度国民健康保険事業特別会計決算状況について御説明申し上げます。清里町

各会計歳入歳出決算説明書の６５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８億４５０万１千円に対し、調定額８億１千

４０万８千円、収入済額８億４７０万７千円、不納欠損額２３万６千円であり、収入未済

額は５４６万５千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２３万５千

円督促手数料１千円でございます。また、収入未済額の内訳は国民健康保険税の現年課税

分が１１６万２千円、滞納繰越分が４２９万６千円であり、合わせて５４５万８千円、督

促手数料が７千円でございます。予算現額に対する増減額は２０万６千円の増となってお

り、収入割合は予算現額に対して１００％、調定額に対して９９．３％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８億４５０万１千円に対し、

支出済額７億９千７３５万円であり、不用額は７１５万１千円でございます。予算現額に

対する執行割合は９９．１％でございます。 

６６ページをご覧ください。第１表の附表は只今ご説明いたしました款別決算額調べを



10 

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。 

６７ページをご覧ください。第２表は歳出における款の性質別経費分析表であり、主な

経費として負担金補助及び交付金が７億８千４３９万５千円で全体の９８．４％となって

ございます。６８ページをご覧ください。各款の中で節の経費の調べは第２表の附表であ

り、ご説明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３８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８億４７０万７千円、歳出総額は７億

９千７３５万円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は７３５万７千円でござ

います。 

３９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８万３千３２０円、決算年度中の増減高

は基金積立金利子の８円の増であり、決算年度末の現在高は８万３千３２８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。 

 

○池下委員長 

 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） 

 平成２８年度後期高齢者医療特別会計決算状況について御説明申し上げます。清里町各

会計歳入歳出決算説明書の６９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６千５１７

万７千円に対し、調定額６千５２５万円、収入済額６千５２０万９千円であり、収入未済

額は４万１千円となってございます。収入未済額の内訳は後期高齢者医療保険料の現年課

税分が４万１千円でございます。予算現額に対する増減額は３万２千円の増となっており、

収入割合は予算現額に対して１００．１％、調定額に対して９９．９％となってございま

す。 

次に歳出についてご説明申し上げます。予算現額６千５１７万７千円に対し、支出済額

６千５１７万４千円であり、不用額は３千円となってございます。予算現額に対する執行

割合は１００％でございます。 

７０ページをご覧ください。第１表の附表は只今ご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。７１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６千４１６

万１千円で全体の９８．４％を占めております。７２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についてご説明いたしますので、別冊の清里町特別会

計歳入歳出決算書の４９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６千５２０万９千円、歳出総額は６千５１７万４千円となってお

り、歳入歳出差引額並びに実質収支額は３万５千円でございます。以上で御説明とさせて
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いただきます。 

 

○池下委員長 

 ここで３時３５分まで休憩といたします。 

 休憩 午後 3時２２分 

 再開 午後 3時３５分 

 

○池下委員長 

 休憩を解いて会議を再開いたします。 

次に、簡易水道事業特別会計の説明をお願いいたします。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして御説明申し上げま

す。清里町各会計歳入歳出決算説明書を水色の仕切り、７３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６千

５４８万８千円に対し、調定額は６千８１１万６千円、収入済額は６千７０７万１千円と

なっております。不納欠損額はありません。収入未済額は１０４万５千円となっており、

未済額の内訳は水道使用料の現年度分が５０万６千７５０円、滞納繰越分が５１万６千５

７０円、督促手数料が２万２千円となっております。予算現額に対する増減額は１５８万

３千円の増となっており、予算現額に対する収入割合は１０２．４％、調定額に対しては

９８．５％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６千５４８万８千

円に対し、支出済額は６千２２８万７千円であり、不用額は３２０万１千円となっており

ます。予算現額に対する執行割合は９５．１％となっております。不用額の主な内容につ

きましては、７９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。７４ページをお開きください。７４ページは第１表の附表であり、只今説明い

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。 

７５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８８３万７千円で全体の１４．２％、物件費が２千５０１万円

で４０．２％、事業費が６５３万４千円で１０．５％、公債費が１千５６３万９千円で２

５．１％となっております。７６ページをお開きください。７６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。 

７７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、合計欄でご説明いたし

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２７年度末の現在高が１億６

千９１１万４千円、２８年度中における発行額はありません。２８年度の償還額は元利合

わせまして１千５６３万９千円であり、平成２８年度末現在高は１億５千７１７万１千円

となっており、普通交付税に算入された額は４８６万８千円であります。７８ページの主

要施策の成果並びに７９ページの決算不用額につきましては記載のとおりであり、説明を

省略させていただきます。 
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続きまして、別冊、平成２８年度清里町特別会計歳入歳出決算書簡易水道事業特別会計

の６１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６千７０７万１千円、

歳出総額は６千２２８万７千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は共に４

７８万４千円となっております。 

６２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、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２７年度末の現在高は４千６３６万４８円で

あり、決算年度中の増減高は２３９万８千円の減、決算年度末現在額は４千３９６万２千

４８円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 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。 

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 平成２８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いて御説明申し上げま

す。清里町各会計歳入歳出決算説明書、紫色の仕切りの８１ページをご覧ください。第１

表、款別決算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

９６２万８千円に対し、調定額１億２３９万３千円、収入済額１億１６３万１千円となっ

ており不納欠損額は２万２千円となっております。収入未済額は７４万円となっており、

内訳は使用料の現年度分が４４万１千５１０円、滞納繰越分が２８万２千２００円、督促

手数料が１万５千８００円となっております。予算現額に対する増減額は２００万３千円

の増となっており、収入割合は予算現額に対し１０２％、調定額に対して９９．３％とな

っております。 

続きまして歳出の款別決算額についてご説明いたします。予算現額９千９６２万８千円

に対し、支出済額９千４８２万円となっており、不用額は４８０万８千円となります。予

算現額に対する執行割合は９５．２％であります。なお、不用額の主な内容につきまして

は８７ページに記載しておりますが、施設管理費にかかる需用費と事業費にかかる工事請

負費が主な要因となっております。８２ページをお開きください。８２ページは第１表の

附表であり、只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。 

８３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２千７６６万３千円で全体の２９．２％、公債費が５千６７９万

９千円で５９．９％となっております。８４ページをお開きください。８４ページは第２

表の附表であり、各款の中における経費の調べですので説明は省略させていただきます。 

８５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、合計欄でご説明いたし

ます。区分は下水道事業債と過疎対策事業債であり、平成２７年度末の現在高が５億２千

９１０万４千円、２８年度中における発行額はありません。２８年度の償還額は元利合わ

せまして５千６７９万９千円であり、平成２８年度末の現在高は４億８千５２９万８千円
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となっており、普通交付税に算入された額は２千８４３万８千円であります。 

８６ページの主要施策の成果並びに８７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。 

続きまして別冊、平成２８年度清里町特別会計歳入歳出決算書農業集落排水事業特別会

計の７２ページ、実質収支に関する調書をお開きください。歳入総額は１億１６３万１千

円、歳出総額は９千４８２万円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに

６８１万１千円となっております。 

７３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。１の公有財

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

いません。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 次に焼酎事業特別会計の説明をお願いいたします。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 平成２８年度焼酎特別会計決算状況について説明いたします。清里町各会計歳入歳出決

算説明書の８９ページをご覧ください。第１表、款別決算額調べについて説明いたします。 

はじめに、歳入の款別決算額について合計額でご説明いたします。予算現額１億３千６

６万３千円に対し、調定額３千１４万３千円、収入済額１億３千３７９万５千円であり、

収入見済額はゼロでございます。予算現額に対する増減額は４４３．９％となっておりま

す。 

次に歳出について合計額でご説明いたします。予算現額１億３千６６万３千円に対し、

支出額１億２千７７８万３千円であり、不用額２８８万円となってございます。執行割合

は、予算対比で９７．８％となっています。次ページをご覧ください。第１表の附表は只

今説明いたしたものをグラフ化したものであり、説明を省略させていただきます。第２表

は性質別分析表であり、おおむね物件費で６２．８％でございます。 

次に実質収支に関する調書を説明いたします。別冊の収入支出決算書の８５ページをご

覧ください。実質収支に関する調書についてご説明いたします。収入総額は１億３千３７

９万５千円、支出総額は１億２千７７８万２千円となっており、差引額並びに実質収支額

は６０１万３千円でございます。 

８６ページの財産に関する調書についてご説明いたします。物品でフォークリフトが２

台、決算時も２台となっております。基金に変更はありません。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 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） 

○委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 
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平成２８年度斜里地区消防組合消防署清里分署決算状況について、別冊の斜里地区消防

署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。 

 はじめ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

ら斜里地区消防組合決算になりますので、９４ページ目をお開きください。第１表、款別

決算額調書によりご説明いたします。歳入の決算額について合計額でご説明いたします。

予算現額の合計が１億８千５８５万８千円に対し、調定額合計及び収入済額の合計はいず

れも１億８千２７４万９千円となっています。予算現額に対して収入済額は３１０万９千

円の減となっており、収入割合は予算現額に対して９８．３％、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１億８千５８５万８千円に対し、支出済額は１

億８千２７４万９千円であり、不用額は３１０万９千円となります。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２８万７千円、旅費１４万５千円、需用費１２２万

円、役務費２４万２千円、委託料２９万４千円、使用料及び賃借料１１万２千円、非常備

消防費清里消防団費の旅費４７万９千円であります。支出割合は予算現額に対して９８．

３％となっております。 

次に、９５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１億３千３８８万６千円で全体の７３．２％、次の列、非常備消防費の

合計額が１千９１５万８千円で全体の１０．５％、次の列、消防施設費の合計が１千６０

７万５千円で全体の８．８％となっております。また消防本部費につきましては１千３６

３万円と全体の７．５％を占めております。 

次に９６ページをお開きください。第３表はただ今ご説明しました款別決算額をグラフ

で示したものです。次に９７ページをお開きください。第６表は緊急出動等の状況になっ

ております。１の火災出動は４回となっており、火災内訳は建物火災が４件となっており

ます。２の災害出動は１回、３の訓練、警戒出動は７０回となっております。また、４の

救急出動は１９３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９８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

の括弧書き７６回延べ１千９２１名の出動で、手当支給額は７７９万３千円となっており

ます。次に９９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書となっており

９９ページは総括、次の１００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消防署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消防署清里分署歳入歳出決算になり

ますので９７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平米で、前年度から増減はございません。 

９８ページをお開きください。右側２の物品につきましては、北海道消防操法訓練大会

用に小型ポンプを購入いたしましたので１台増となり、その他は増減がありません。最後

のページは水利現況でありますが防火水槽、消火栓については増減がありません。以上で

説明を終わります。 

（再 開） 
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○池下委員長 

 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。本日はここで散会し

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

 

○池下委員長 

異議なしと認めます。よって本日はこれで散会いたします。本日はご苦労様でした。 

 

散会  午後 ４時３４分 
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平成２８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２９年 ９月１３日（水） 

  開 会   午前 ９時３０分 

    散  会   午後 ３時５５分 

 

 

●出席委員（７名） 

   委 員 長  池 下   昇     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  勝 又 武 司      

 

 

 

●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       伊藤 浩幸    総務課主幹      梅村百合子 

管財Ｇ総括主査    吉田 正彦    総務Ｇ主査      吉本  淳  

  企画政策課長     本松 昭仁    企画政策課主幹    清田 憲宏 

まちづくりＧ総括主査 水尾 和広    まちづくりＧ主査   田中 誠之 

まちづくりＧ主任     半澤  忍    地域振興Ｇ主任    平野 直人 

地域振興Ｇ主任    田巻 宏章 

  町民課長             河合 雄司    町民課主幹      樫村 亨子 

  町民生活Ｇ主査    山嵜 孝英    町民生活Ｇ主査    藤森 宏樹   
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○池下委員長 

 おはようございます。 

 

○池下委員長 

 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。 

 

○池下委員長 

 １款議会費・１項議会費・１目議会費、２６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次進みます。２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、２６ページ～２７ページ。 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 職員給与費の中で時間外勤務手当ということで、今回２８年度の決算意見書、監査委員

の中から出ている意見書の中で時間外手当について語られています。組織的に事業の見直

しや廃止を行うなど具体的な取り組みを実施されたいということで、実はこの時間外につ

いては２６年度の意見書でも提示されているんですね。２６年度は予算よりオーバーして

いますということの意見書が入っていて、それなりの時間外について十分検討していただ

きたいということの意見書がついていて、それでどうなったのかというと、その後の残業

手当の予算が積み上がってきているんですね。２６年度はオーバーしていますよっていう

ことの解釈の中で積み増してきたのかという解釈をしちゃうと、数字だけのことを私は言

うんじゃなくて、時間外について十分検討しているのかどうかということについて、担当

課の問題意識をどういうふうに捉えているのかというのをお聞きしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の河口委員の時間外の関係でございますが、監査委員の意見書にありましたとお

り、平成２４年度と比べまして、平成２８年度は２倍以上になっているというような意見

でございました。時間外につきましては、特に平成２８年度におきましては大幅な機構改

革ですとか、グループの再編等もございまして、そのような影響もありまして特に機構改

革によりまして増えた部分があるのかなというふうに思っているところでございます。 

時間外につきましては当然職員の健康面の関係もありますし、いろんな面で削減をして

いかなければならないというふうに思っているところでございます。監査委員さんからの

意見にもあったとおり、事務事業の見直しですとか、いろんな面で精査もしながら時間外

については今後縮減に向けた努力をしていかなければというふうに思っているところでご

ざいます。 
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○池下委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今答弁いただいたように、まさしく私も機構改革についての事務量、あるいは再編成の

ためにかかる時間は十分理解をしています。トータル時間外の金額がっていう感覚ではな

いんだろうと思っています。そうであれば、２９年度の予算はどうだったのというと２９

年は特会を入れると１千４００万過ぎているんですね。１千４００万強の予算を上積みさ

れているというのが現実です。最初２８年度はいろんな変更があったために、それは十分

理解しますけども、２９年度は減るのかな、逆に増えていますね。特会まで入れると１千

４００万なんぼ増えているっていう現実があります。 

私は金額じゃない。金額は何ぼ２千万いこうが良い。問題はその中で働いている人方、

先ほど健康ということもありましたけども私４０年サラリーマン生活まさしく町長も理解

していると思いますが、我々の時代、生活の全てが働くことになって残業も４０年間ずっ

と残業した人間であります。ただ部署によっては早く帰れたということが何年かあった、

この残業というのは本当に何をもたらすのかというとやはり心の健康を阻害する。これは

やはりどこかに犠牲をしなきゃならん。家庭に犠牲は行ってしまうんですね。この働き方

についてどうやったら良いんだろうか、考えていただきたいのは予算はいくらでも良いん

です。何とか働き方をどう減らすか。予算はこうなっているけど、予算満額使えるってこ

とじゃない。その予算の６割しよう、あるいは７割しよう。これが目標なんだろうと思う

んですね。その辺十分検討していただいて残業については今までやられた残業の内訳、ど

ういう仕事でどういう課がどういう動きの時に多いんだというきちんとした分析がされて

いるのかどうかということも今質問の中なんですが、このへんは早く帰れる部署も当然あ

るんだろうと思います。しかも僕も見ていますけど、これだけイベントがたくさんある中

で、これは非常に大きい部分があるのかなと思うんですけども、そのへんどうやったら減

らしていけるかという工夫がどうやった動きになっているかをちょっとお聞きしたいと思

います。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 まず時間外の予算の関係でございますが、この予算につきましては人件費と言いますか、

職員の基本給の６％ということで、毎年時間外につきましては予算化をさせていただいて

いるところでございます。それから時間外の十分に精査しているかという、この内容でご

ざいますが、特に平成２８年度におきましては先ほど言った関係とかいろいろ事務の関係

が新たに増えたりとか、事務が異動したグループ制によりまして、異動とかそういう関係

でそれぞれ時間外については、それぞれのグループ等も含めましてどこのグループが多い

とか少ないとかということも含めまして、精査はしているところでございますが、今後先
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ほど言いましたとおり職員の健康の関係もありますし、いろんな面で事務事業を見直しな

がら進め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。 

 

○池下委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 金額を言っているんじゃなくて、働く人がいかに時間内に効率よく働いてもらう。しか

もそして家庭生活が別にあるわけですから、その辺を上手に使っていただく。それであと

いろんなサークルとか、いろんなことができると思いますので、是非その余暇をうまく使

ってもらうという工夫で減らす努力をどうやってやるかというのは、管理職がやることじ

ゃないと思います。働く現場の中でどう工夫していくかということを十分にやっぱり検討

していく時間もぜひつくっていただきたいなと思いますので、先頭になってそこに残業し

ながらどうしようかって考えることじゃないと思いますので、町長・副町長の中で働く環

境を十分に検討していける環境をつくってあげていただきたいと思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今河口委員から言われたことも念頭に、いろいろな形で時間外を減らす努力。今言

われたとおりなるべく時間内で帰れるというのが一番ベストかなというふうに思っており

ますが、様々な形で時間外縮減できるよう努力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。 

 

○池下委員長 

 次に進みます。２項総務管理費・１目一般管理費、２８ページ～３０ページ。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 一般管理費の中の２８ページの人事評価制度導入支援事業業務委託料１８９万円につい

てちょっと質問したいと思います。 

河口委員の方から働き方改革の関係とかそういうような部分での時間外勤務の縮減です

か、その話も出たわけなんですけど、２８年度から人事評価制度の運用ということで、聞

くところによりますと準備段階の年と聞いているわけでございますが、委託して新たなこ

の人事評価と言うか、そういうものを導入するというような考え方なんですけど、インタ

ーネット等調べてみますと、もともとは企業で導入されていた部分を自治体に当てはめて、

一つの働き方、いろんな人材育成ですか、そういうふうに繋がるようにというようなこと

で導入されるような部分で、その準備を進めているような部分ですけど、実際問題その部

分で現在の進捗状況とか、それらがどういうことに反映されていくのかということ解る範

囲で教えていただきたいなと思います。 
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○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの御質問の人事評価制度の関係でございますが、人事評価制度につきましては

地方公務員法の一部改正、平成２６年公布、２８年４月施行によりまして新しく人事評価

の制度の導入が求められることになったわけでございます。 

本町におきましては、平成２７年度から導入に向けて検討してございまして、平成２７

年度に人事評価の制度の検討委員会を設置しまして、この制度の構築につきまして、平成

２７年度の中で行ってきたわけでございます。２７年度にはトップヒアリングですとか、

職員に協議の経過の開示、またグループリーダーとの研修等も含めまして制度の構築、２

８年度には評価の施行ということで行っておりまして、平成２９年度から本格導入という

ような形で今現在進んでいるところでございます。 

この人事評価でございますが、先ほど勝又議員の方からもありましたが、主たる目的を

人材育成ということに念頭におきまして進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

２８年度の委託につきましては１８９万という数字になってございますが、人事評価制

度の導入支援ということで事務局への業者からの支援ですとか随時検討委員会のオブザー

バーに参加をいただく、研修会への講師として来て頂いたり、評価結果の分析、それから

ウェブ版の人事評価システムの運用を図ってくというような経費で２８年度については１

８９万を執行させていただいたということでございます。 

今後も、現在新たにまた人事評価の検討委員会の方、今年度設置をいたしまして現在の

本格導入を進めるべく委員会の方でいろいろ審議しながら進めているところでございます。

以上です。 

 

○池下委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 恐らく人材育成というのがメインとなる部分じゃないかなと思うわけなんですけど、た

だ国が捉えている部分での制度導入と自治体という部分でかみ合わないところもちょっと

出てくるのかなと思ったりもしているわけです。 

ただ、うちみたいに小規模自治体と言いますか、そういう中で職員にしてみればいろん

な形でうちもグループ制を取り入れてっていう部分でいろんな仕事をしなくちゃいけない

っていう部分での評価のもとになる何というか目標値というんですか、そういう部分での

設定というのは、なかなか難しい部分なのかなと。それを評価をすると言ったときに職員

の一つのそのモチベーションって言うかそういうものが、きちっとアップできるような形

のものでないと、僕はせっかく取り入れてもなかなか何というか評価を仰がないというよ

うな部分では意外にやる気が萎んでしまうような部分も出て来ちゃうんじゃないかなと、
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そういうことも懸念されるわけですけど。そこらへんについてはどのように配慮しながら

進めていくかなと。考え方を教えていただきたいなと。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの御質問でございますが、この人事制度につきましては、おっしゃられたとお

り、職員の当然モチベーションがアップするような形でなければならないのかなというふ

うに思っているところでございます。 

それで先ほど言われました職員がそれぞれ設定します目標ですとか、評価者それから被

評価者の研修会等も重ねながら、この人事評価制度が十分に機能するような形で進めてい

きたいというふうに思っているところでございます。 

２８年度１年間試行を行いまして、２９年度から行っているところでございますが、現

在先ほど言ったとおり、この検討委員会の方でも清里町にあった人事評価制度を目指して

進んでいるということでご理解いただきたいと思いますし、それぞれの職員がきちんと評

価されるような体制をとっていかなければならないのかなというふうに思っているところ

でございます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 本格実施は今年度からという部分みたいですけど、くどいようですけど人材の育成とい

うことを目的だとすれば、それに反映されるような形の制度導入であってほしいなとその

ように切に願うところでございます。以上で終わりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今の勝又議員の御意見も参酌しながら、この人事制度につきまして詰めていきたいとい

うふうに思っております。 

 

○勝又委員 

 はい終わります。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 
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○前中副委員長 

 財政事務費における公会計固定資産台帳業務委託料についてお伺いいたします。２７年

度も業務委託という形で公会計の予算をとりながら実施されて、本年２８年度において６

００万何がしの執行がなされたかなと思っております。 

私もこの問題について総括等々で、公会計は、町長の方からも３０年度を目途にという

話で答弁をいただいた経過があります。その中で６００万近い委託の中で、どのような進

捗状況、あるいはどのような形で町の方に戻っているのか、１００％で無いのか。その辺

はちょっと私も解りませんけど、いろんな諸表、貸借対照表、財政諸表等々ありますけど

も、そこら辺について説明のほどよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 本事業につきましては２７年度から２９年度まで３カ年ですべての公共団体における固

定資産台帳の整備、それから複式簿記の導入を原則とした統一的な基準において財務書類

を作成しなければならないということで謳われていることでございます。 

ただ今行われている部分につきましては、２８年度の貸借対照表でありますとか行政コ

スト計算書、資産流動計算書、収支計算書等の作成につきまして整理をしながら、この業

務委託を使って作業を進めているところであり、この財務書類等の活用方法としては固定

資産台帳に記載されている耐用年数や取得価格等のデータを活用して、公共施設の老朽化

への対策として将来の施設更新必要額の推計をしたり、今後のコスト分析等による施設の

統廃合ですとか建設の検討、住民や議会への財務処理として解りやすい情報の開示等々の

説明資料として活用するものでございまして、この町の財政書類を解りやすく明らかにし

て、さらに今後の建設等のコストにも生かしていくというようなことで今作業を進めてい

るところでございます。 

 

○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 今の説明は公会計の中で貸借対照表云々という諸表を作るという主旨を説明されたと思

うんですけども、今僕が質疑の中で論点としてお聞きしたいのは、今現状どのようなとこ

ろまでいっているのか、その途中経過でもよろしいので。現実に３０年度と言いましても、

もう２９年９月です。それなりの調査なり、それなりの施設に対する減価償却の部分も見

えてきているのかな。そういう提示があるのかないのか。それなりの委託料が支払われて

いる中で、報告もない中なんですけども、どのような形で町に対して提案があるのか、中

間報告なりがあるのか、ないのかというところをお聞かせ願います。 

 

 



24 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今、財政の指標の関係を整理がほぼできております。ただ今行われているのは固定

資産台帳の整理中ということで整理をしているところでありまして、この固定資産台帳の

整理が終われば議会への中間報告ということで報告をさせていただきたいというふうに思

っております。 

 

○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 ３０年度までにということで、恐らく２９年度予算には、この部分での予算計上はなさ

れてないかなと思っているんですよ。ということは、今年度中にある程度公会計の関係諸

表は提示されるのかなと私自身はそう思っています。 

それと今現状で、行政における行政指標として総務省のホームページにありますけども、

総務省型のモデルと言いますか、その中でもある程度、行政の民間ベースにおける経済的

な資料としての活用の方法のデータはあるんですけども、それを民間に近いデータにする

ために、説明があった貸借対照表あるいは行政コスト決算書等々の諸表を作っている。今

説明の中で、今年度中には提示があるという話だったものですから、一切その辺の話が見

えてなかったものですから、あえて質疑の中で聞いたわけなんですけども、年度内にとい

うことの報告確認で良いですかね。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今申し上げましたとおり、２９年度中には、ある程度の方向性が見えると思います

ので報告をさせていただきたいというふうに思いますし、２９年度も予算化をしておりま

すので最終的には先ほど申し上げているとおり、３０年度までにはある程度コンプリート

した形のものを提案できるのかなと。 

どちらにしても２９年度中には、中間報告という形で報告をさせていただきますので、

その報告を見ていただいて、またいろいろと御意見をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 私の方が確認不足で２９年度の中に予算計上されているっていう部分で、間違いないで



25 

すね。それと関連するんですけど、今回のこのような公会計の制度が出たというのは、や

はり行政が三セクだとか、ある事業所に出資しているときに行政の財政的なものが見え隠

れして、見えなくなる部分の防止のために公会計制度の導入って話も昨今聞かれるんです

けども、当町においても焼酎事業特別会計があります。その部分における建物の減価償却

あるいは今後における更新の費用の算出の中でどう捉えるかっていう１つの目安として有

意義ではないかという私自身も一昨年の同じような場で総括の中で質疑した経過がありま

すので、やはりその辺も合わせて丁寧な説明なり提示をするという話ですから、それを期

待しながら私は待っています。 

 

○池下委員長 

 はい、企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいま先ほど申し上げたとおり、それぞれの諸表の整理をしているところでございま

すので、そういった焼酎の部分も含めまして、どのようなものを出せるかという細かい部

分は説明できませんけども、ある程度のものをお見せできると思いますので、その結果に

おいてまた議員、委員の皆さん方からも御意見をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 一般管理費、他にありませんか。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 ふるさと納税、ふるさと特産品ＰＲ事業３７０万で、実際入ってきたのが７７１万でし

たか。その中でこの報償品というのは具体的にどういうことなのかを教えていただきたい。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 本事業のほとんどは委託業者からの返礼金が多いわけです。それが全体の寄付額が５２

６件に対して、この委託業者を通して寄付していただいている部分が５０８、それから直

接町の方に寄付していただいているのが１８です。この１８件のうちの返礼品は報償金と

いう報償品という形で返礼しているというか、焼酎とかそういったものが中心になります

けども、そういう形で返礼品としてお返ししている、それが１８件のうちの分が１５万１

千９２０円ということでございます。 

 

○池下委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 このふるさと納税については、私も解釈の中で世の中の流れとちょっと温度差があるか

なと思っています。ただ今２８年度は７７０万で事業費が３７０万。約半分近い。これは

今総務省が言われている返礼品が５０％なのか、どの辺の解釈でいられるのかお聞きした

い。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 いわゆる国で言われている、返礼品の割合っていうんですか、パーセンテージの関係で

ありますけども、基本的には返礼品については３割以内にしなさいという国からの指針が

あげられているところであります。 

ただ昨今の新聞マスコミ等でも報道されているとおり、総務大臣も変わりまして各市町

村の自主性に合わせたらどうかというような部分で、国の指針もちょっとぶれているよう

な部分もございまして、今推移を原課でも見守っているところであります。ただ国も道を

通して町の方に指導が来ているのは基本的には３割を返礼品としなさいということでござ

います。 

 

○池下委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 ふるさと納税されている市町村って言いますか、具体的な分析はされているんですか。

どこの県あるいはどこの町からどういうふうにふるさと納税されているかっていう情報は

全部町の方で掴まれているのか。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 細かくは、今書類が無いんですけども、道内が２９件、それから道外が４７９件です。 

 

○池下委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ２９年度の予算の中では６３０万入れられて、先ほど報償品が３０万と２８年度に比べ

て倍の金額をあげられているのですが、基本的にはさとふるが良いのか、地元に直接納税

されている方にきちんと設定を持たれるのが良いのかっていうのは、十分検討された方が
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良いのかなと私自身思っておりますので、ちょっとこの辺の報償品というか、町がどう関

わっていくかということを十分検討していただきたいと思っています。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今後についてもいろんなフォローをしておりますので、そういった部分についても引き

続きフォローしていきたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ふるさと納税のことに関連して質問させていただきたいんですけども、以前にも意見と

して言わせてもらったことですが、ふるさと納税自体、町として取り組むにあたって寄付

してもらうことが最終目的ではなしに、清里町のファンを増やしていくんだっていう取り

組み、寄付の先に向けた一歩先に進んだ取り組みをこれからしていって欲しいっていうこ

とを委員会などでも述べさせてもらったんですけども、清里を知ってもらう。そして興味

を持ってもらう。そして寄付をしたくなる。応援したくなる。そういう人たちがふるさと

納税を使って清里町に応援してくれているわけですので、寄付してくれた人を大切にして

いかなければならない。 

出来るならばきちっとしたお礼を町からもする。寄付をしてもらって返礼品をお送りす

るということは、さとふるにお任せするということで問題はないんでしょうが、その次の

段階寄付してくれた方々に御礼状を送る。出来るならば季節のお便りを送る。そのことに

よって繰り返し寄付を次の年もしたくなる。あるいは清里町ってどういうところなのかな

と行ってみたくなる。そのような取り組みをしていって欲しいということをお願いした訳

ですが、そのような取り組みは進んでいるのかどうかをお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 先ほどの河口委員の質問とあわせたご回答となるかというふうに思いますけど、当然た

だ単にお金を寄付していただくだけではなくて、堀川委員にお話しいただいたとおり、清

里のファンになっていただいて、ゆくゆくは清里に移住定住していただけるようなそんな

ビジョンを持って進めていければ良いのかなというふうにも思っておりますけど、まずは

清里に魅力を感じてもらって清里に来てもらえるようなそんな仕組みをしていけていった

ら良いのかなというふうに思っています。 

そういった部分で町としても、お礼文でありますとかパンフレットを送るっていうのは
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当然のことながら、今年度から春夏秋冬の絵葉書を作りまして、少し時間を置いてから絵

葉書をお送りして、清里にまたぜひどうぞいらしてくださいというような作業というか事

業も始めていくところでございますし、当然このふるさと納税の返礼の中身についても見

直しをかけながら、清里の魅力を感じてもらう、清里に来てもらえるような、例えばグラ

ンフォンド自転車の大会の参加費をメニューの中に入れるとか、斜里岳の登山のガイド料

を返礼の中に入れる。他の市町村では余りないような、物ではなくて、清里の魅力を感じ

ていただけるようなものをさらに検討を加えながら発信していきたい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。 

 

○堀川委員 

 ぜひ継続してよろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。はい前中委員。 

 

○前中副委員長 

 １点だけちょっと確認なんですけども、自治体情報セキュリティー強化対策業務委託料

の中においての器具購入費、これ前年度繰越処理されていると思うんですけど、これパソ

コン等々で間違いないですか。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の前中議員の御質問でございますが、今の器具購入費でございますが、今議員お

っしゃられた通り、２８繰越部分でございまして、これにつきましては、パソコン、デス

クトップのパソコンそれからタブレット、パソコンモニターの切り替え、そういうような

器具でございます。 

 

○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 購入においてかなり整備されたと思うんですけども、すべからず切り替えが済んだとい

うことで理解してよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今年度に入っても、情報セキュリティーの関係でいろいろ切り替えを進めているところ

でございまして、これからまだまだ切り替えなければならないところがございます。今現

在個人のパソコンとデスクトップパソコンとタブレットパソコンによりまして、ＬＧ１回

線とそれ以外のネットワークの回線を分離したりとかしておりますし、今後のインターネ

ット回線を分離しなければならないというようなことも出てきますので、いろんな面でこ

れからもまだまだ情報セキュリティーの関係については今後進めていかなければならない

というふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 他に質問ありませんか。２目財産管理費、３目地籍管理費、30 ページから 3２ページ。

一括で審査お願いします。はい前中委員。 

 

○前中副委員長 

 基金管理運用事業費についてちょっと考え方をお聞かせ願いたいと思います。その中で、

奨学金貸付基金積立金、今回の１千万円計上されております。ちょっと調べると当初から

比べてかなり積み増しと言いますか、６千５００万まで積み上げてはいるんですけど、こ

の最終的な考え方。常に高校支援等々でそういう運用もされてはいるんですけども、１千

万円の積上げを今回もしたわけですけども、これについて、どのような考えで基金の積上

げの処理をなさっているのか、大まかなお話を。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ２８年度前年度の基金総額から１千万円を基金増額をさせていただきました。御承知の

とおり、近年その高等学校、専門学校、短大、大学に行かれて、町の奨学資金を借りられ

る方が増えてまいりました。そういった部分において、今後の見通しも含めて精査した中

で１千万程度、基金の積み上げをしなければ、今後の基金が足りなくなる恐れもあるとい

うような形の中で基金の積み増しをさせていただいたところでございます。ご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい前中委員。 

 

○前中副委員長 

 たぶん奨学金の基金の運用の中で支障を来すと。そういう判断の中での基金の積み増し

を２８年度の会計で実施したと。ある程度の勘案をして、その基準というのがどのような

形なのか解りませんけども、ある程度の奨学金に対する基金運用の中での要望というか、

そういう形での判断かなと思いますので、今ここで細かい話はしませんけども担当課がま
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た見えられたときに、今後の状態など聞きながらまた再質疑したいと思います。 

 

○池下委員長 

 ４目広報費、32ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 ５目自治振興費、32ページ～33ページ。はい勝又委員。 

 

○勝又委員 

 自治振興費の中の街灯管理事業費。主要な施策の成果を説明する書類の中にもあるわけ

なんですけど、３カ年計画で最終年ということで、２８年度で終了したということで２８

年度の光熱水費ですか、おそらく電気料の関係なんですけど、予算で５１６万あって決算

では約半分ぐらいになっているってことで、ＬＥＤ化したことによる効果かなと解釈する

ところでございます。 

確かに光熱水費等の削減が出来たわけなんですけど、街灯を撤去しているんですよね。

そして撤去した部分も含めてなんですけど、おまけにＬＥＤになると若干暗いんですよね。

今までの水銀灯と違って。そんな部分で結構町民から意外に暗くなったねっていうような

苦情もちょっと聞いております。その中で半分ぐらいになっちゃっているわけですから、

少し増設とかも調べて、計画したらいかがかなと、そのように思う次第ですけど。 

 

○池下委員長 

 はい、企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今の御質問でございますけども、今回の３カ年の工事にあたりまして実際にどうい

うところが暗いので、今までのあったものを少しずらしたとか、抱き合わせたとかいろん

なことを作業しながら、工事をしてきたところでございます。 

御指摘いただいた部分についての関係でございますけども、そういった声もたまに直接

お聞きするところもあります。そういったことについては直接現場に担当者が行きまして、

例えば横にずらせられるものがあれば、ずらす作業をしたり、どうしても新設しなければ

ならない部分については、新設するような作業もしているところでありまして、今後とも

全体の部分を再度チェックもしながら、そういった御意見や要望があれば、現場を判断さ

せていただいて対応できるものについては引き続き対応していきたというふうに考えてご

ざいます。 

 

○勝又委員 

 わかりました。 
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○池下委員長 

 よろしいですか。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 勝又委員の延長上なんですけども、防犯のＬＥＤについては、生活環境が変わって、そ

の部分の道路が無いので増設してもらった経過があります。街灯の高さが足りないもので

すから、従来の感覚では中間が抜けてしまっているということが何点かあります。ですか

ら先ほど課長言われたように、もう一度見直しいただいて、人の通らないところは結構で

すけども、通りの多いところで中間が抜けちゃっているよというところがありますので、

その辺を検証していただきたいと思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 はい、企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 全体の部分もう一度チェックさせていただいて必要な部分があれば対応していきたいと

いうふうに思います。 

 

○池下委員長 

 次に進みます。６目交通安全対策費、33ページ。よろしいですか。 

 

○池下委員長 

 ７目防災対策費、３３ページ～34ページ。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 防災対策費の中で、地域防災計画策定業務委託ということで、ほぼ３００万に近い委託

料を払って防災計画が策定されているわけなんですけども、内容を見させていただきまし

た。３７０ページを超える分厚いボリュームのある冊子になっていますけども、その冊子

が行政目線と言いますか、行政がこうしなければいけないということは詳しく書かれてい

るわけなんですけども、どうも住民目線にはなかなかなっていないというふうに見受けら

れるわけなんです。 

３７０ページのうち、ほぼ３分の１に近い部分が資料編となっておりますし、当たり前

のことが当たり前のように書かれているなというような印象を持ちました。例えば円滑に

行われるように努める。ですとか、必要な措置を必要な時に講じるですとか、計画の行動

をこうしなければならないことが非常に抽象的で、個人的に言わせてもらえれば非常に内

容が薄い計画になってしまったなっていうイメージを持ちました。 

行政が災害のときにこうしなければならないということは、非常に大切なことではあり

ますけども、ここに住んでいる住民の人たちが災害の時に、このような災害の時にはこの

ような行動をとらなきゃならないですとか、こういうような避難が必要だということが一

番大事なことだと思うので、恐らくこの防災計画自体は、町民に配られることはないんだ
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と思いますけども、町民の方に防災に対する備えですとか、そういう面をどういうふうに

して周知していくかっていう、これからの計画が必要だと思うんですけども、そのへんに

ついての考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の堀川議員の御質問でございますが、平成２８年度におきましては地域防災計画

策定業務ということで業者の方に委託をしまして作成をいたしております。議員の皆さん

にもお配りさせていただきました計画につきましては国の災害対策基本法に基づきまして

地域住民の安心ですとか安全を確保するために定めたものでございまして、先ほど言った

防災、国の防災基本計画、それから北海道地域防災計画の計画と整合性を図らなければな

いということで、まず作らせていただいたものでございまして、この計画につきましては

北海道の方にも出して承認を得るような形になっているところでございます。 

住民への方への防災意識の啓蒙の関係でございますが、町民の方にわかりやすく、防災

の意識を伝えるのは大変大事なことかなというふうに思っているところでございます。今

後各種媒体等を使いながらお知らせをしていく必要があるかなというふうに思っておりま

すし、本年度避難所を中心としたチラシにつきましては、全戸配布をさせていただいたと

ころでございますが、内容等また精査しながら必要であれば概要版ですとか、また広報等

を活用しながら住民の方に周知を図っていきたいというふうに思いますし、各自治会から

も防災についての研修なり講話をやってほしいという話もきておりますので、そういうの

を活用しながら町民の方への周知を図ってまいりたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 

○池下委員長 

 はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ぜひ住民目線での防災災害を予防していく。いざ起きてしまった時のときにどういう行

動をとったら良いのかということもしっかりと周知できるような取り組みをしていってい

ただきたいと思います。 

余分な話になりますけども、以前河口さんから東京都の防災計画の冊子を見せていただ

いたことがあるんですけども、その冊子は非常に住民目線に立っていて漫画的なアニメを

ふんだんに使った非常に子どもでも解りやすいような形の防災計画。こんな災害のときに

はこんな行動をとらなきゃならない。このぐらいの地震のときにはこんな行動、大きな地

震のときにはこんな行動といったような、住民目線の冊子が東京都では作られて全都民に

配られているようです。これがなかなか清里町で可能なことかどうかというのも含めてぜ

ひ検討していただくことも必要だと思いますし、住民目線に立った災害の予防そして対応

というのをしっかり周知していっていただくようにお願いしたいと思います。 
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○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま堀川委員からの御意見等も参考にしながら、住民目線の防災に対する周知等を

いろんな面で図っていきたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 追加の質問なんですが、住民に周知するっていうことで、今お話しいただいた堀川委員

から話ありました東京防災という冊子については総務の方も見ていただいていると思いま

す。私の目的は防災を皆さんに周知するのを、子どもたちにこの冊子を参考にしながら必

要なところを漫画的な部分を作ってほしいというのをお伝えしています。というのは子ど

もたちというのは皆都会に行くんですね、これから。だから田舎の防災の認識ではだめな

んです。都会に行って全然そういうことを知らないんじゃなくて、地方にいるからこそ、

都会の防災をきちんと理解しなきゃいけないです。１年かかっても良いです。コミュニテ

ィスクールの一環の中で、子どもたちと共にみんなにお知らせする防災冊子をぜひ作って

いただきたいなと。そのためには東京防災の本というのは非常に参考になる部分たくさん

あると思います。ただ、あの絵柄については著作権がありますので、これは東京都と同じ

ことは必要ないと思いますので、子どもたち目線の中でぜひ防災の周知の資料を子どもた

ちの中でつくっていただければ良いかなと思っていますので、ぜひその辺も検討いただき

たいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

ただいまの御質問の防災計画の関係でございますが、先ほどの防災計画につきましては

計画としまして住民の有事の行動指針ということで進めていきたいというふうに思います

し、住民の方が本当に避難等ができる解りやすいものを検討してまいりたいというふうに

思っております。 

それから子どもたちと一緒になってつくるというような関係でございますが、河口議員

からもありましたとおり、東京防災の冊子については私も見させていただきました。先ほ

ど話にあったとおりイラストですとか漫画等が載った冊子でございました。実際子どもた

ちと一緒にどうやって作れるかという課題はありますが、子どもたちにとって防災の意識

を持ってもらえるような形をとっていきたいと思いますし、本年清里小学校の６年生が実

は防災キャンプの方を実施しました。それにつきまして消防と防災担当と連携しまして、
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子どもたちにも防災意識を持ってもらうような取り組みも実は行ったところでございます

が、いろんな面で子どもたち、また教育委員会と連携しながら防災について住民への周知

をいろいろ考え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。 

 

 

○池下委員長 

 次に進みます。８目町有林管理費、３４ページ～３５ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 ９目支所及び出張所費、１０目緑センター費、３５ページ～３６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） 

 

○池下委員長 

 １１目顕彰費、１２目報酬等審議会費、３６ページ。一括で審査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 １３目職員福利厚生費、３６ページ～３７ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

１４目総合庁舎管理費、３７ページ～３８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 １５目行政情報システム管理費、３８ページ～３９ページ。河口委員。 

 

○河口委員 

 光ブロードバンド管理運営事業という中で確認したいんですが、光ファイバー補修委託

料が発生しているんですが、このＩＲＵについては、ＮＴＴさんに設備の貸出料というの

は入ってくるんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 はい。総務課長。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君） 

 この光ファイバーの関係でございますが、これにつきましては情報通信機器使用料とい

うことで入ってくるものでございます。 

 歳入になりますが使用料及び手数料の総務使用料、情報通信機器使用料ということで１

千２０万ほど入ってきているところでございます。 

 

○池下委員長 

 進みます。１６目管内町村公平委員会費、３９ページ～４０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 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。 

 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） 

 

休憩 午前１０時３２分 

再開 午前１０時３４分 

○池下委員長 

 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、

４１ページから４２ページ。一括で審査お願いします。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 企画振興費の中の情報交流施設整備事業について質問いたします。昨年７月に旧レスト

ハウスのところがきよ～るということでオープンしたわけでございます。成果の中で、住

民の交流の場となり、多くの人も利用され、地域の活性化が図れたということなんですけ

ど、成果は成果として捉える部分なんですけど、こういうことは言いづらい部分ですけれ

ど、本当に十分に住民が満足、そしてお客さんが満足してもらえている施設になっている

かという部分の質問なんですけど。 

当初からこの部分については、僕もいろんな形で質問の部分でも論議したような部分っ

てあると思うんですけど、確かに道の駅は札弦にあって、その他にも観光の部分のお客さ

んを呼ぶ施設が緑清荘とかありますけれど、僕の考えとしてみれば、それぞれにやっぱり

競争をした形の中でお互いに良いものになっていくっていう論理でいるつもりでいます。 

そうなった時に、情報交流施設の現状を見た時に本当にこれで良いのかなっていうな感

じの部分というのは、今回の監査の意見の中にもあるわけでございます。そういった形の

中で町側として、あくまでも道の駅の集客を脅かすような部分までって感じのもので、捉

えた形の状況の中で、この程度で良いっていうような考え方でいるのかどうなのか、そこ

らへんちょっとお聞きしたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 情報交流施設の当初の目的につきましては、ご承知の通り清里の観光を中心とした情報

を発信して清里町に興味を持って来てもらって、清里を満喫してもらって、ゆくゆくは移

住や定住を考えていただけるような、しっかりとした案内や情報提供をできる施設という

ような部分を軸としながら、清里の特産品の販売焼酎を中心とした特産品の販売や地域の

方々も気軽に来れるような、小さなお子さんや子どもたちも来れるような、そういった施

設運営施設管理を目指しているところでありまして、おおむね我々の事務サイドの中では、

順調に推移しているのかなというふうに思っております。 

今、勝又委員の方から指摘したいろんな部分で札弦にも道の駅がある、そういった部分

でお互いの領域をはみ出さないというような部分という御意見もあろうかと思います。パ

パスの道の駅の方では農産品ですとか、そういったものを中心に販売しております。清里

のきよ～るにつきましては、農産品の販売等はゼロではないですけども余りやってないと

いうような部分ございますけども、決して１００％区別をするというようなことではなく

て、当然今後もその農産品の販売ですとか、形を変えた販売売店の中身の充実も含めて、

さらなる売店の中身の関係、それからカフェの充実等も随時充実に向けた検討をしていか

なければならないというふうに考えてございます。 

 

○池下委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今課長からの答弁あったわけなんですけど、どういうふうに捉えたら良いのかなという

ような部分なんですけど。 

ただ僕は思うけど、行政サイドがどのように思うかということが、これは業務委託です

よね。委託されるっていう部分では、こうやって考えているんだからこれだけのことをこ

うやってしなさいってなると、自分たちでどんなことをしていけっていうようなことを考

えなくても良いっていうような解釈に捉えちゃう部分で、そういうことでは発展性は全然

ないと思うんですよね。清里町の玄関口で顔ですよね。現状で確かに安い、いろんな形の

食事の提供。そんなに手も掛かってないような形で、本当にお客様の満足度とかそういう

ものを含めたときに、顔としてそういうことで本当良いのかなという部分と、ただ確かに

その枠をはみ出さないっていう感じの今答弁ありましたけど、僕は十分にはみ出して結構

じゃないかなと思うんですよね。その中でパパス、そしてそういうところと競争して、そ

れぞれに切磋琢磨していろんな形でサービスを競い合う。そういう形でお客さんを取り合

うようなことになるかもしれませんけど、僕はそれでお互いに伸びていけるものがあるの

かなという解釈で捉えているんですよね。収支の云々なんていうことは追及したくはあり

ません。問題はやり方だと思うんですよね。そのやり方云々について僕は問いたいところ

なんですけど、町の指導のもとに業務委託ってなると、町がきちっと指導していけないと、

中途半端な施設になってしまうような気がするんですけど、そこらへんどう考えています

か。 
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○池下委員長 

 はい企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 先ほどの答弁が私の方がちょっと説明不足だったいうふうに思いますけども、勝又委員

お話しのとおりある部分では役割分担をする、ある部分では切磋琢磨をしながら競争心を

持ちながらも、例えば、そのきよ～るでも必要に応じて農産品を売るだとか、パパスで売

っているからきよ～るじゃ売っちゃいけないとか、パパスでやっているからきよ～るでや

っていけないとかはないと思うんです。きよ～るでもパパスでも両方がやる事業もあって

良いと思いますし、役割分担をやることもあって良いというふうに思っております。さら

にそういった部分において町も当然、業務委託側の観光協会とも経理の部分についても、

運営の部分についても、イベント等の内容についても常に協議をさせていただいて、じゃ

あこういうことをやっていったらどうかというような部分も話しておりますし、向こうか

らも提案を受けている部分もございます。 

いずれにしても勝又委員お話しのとおり、清里町の中の玄関口という部分もございます

ので、今後とも先ほど申し上げましたとおり運営の充実に向けて、さらに十分に検討を重

ねながら、そういった顔になれるような施設運営を目指していきたいというふうに思って

おります。 

 

○池下委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ぜひとも協議して進めていっていただきたいなと思います。僕は思うけど、来たお客さ

んにしてみれば、町の観光とかお客さんに対する１つの意気込みの現れはそういう部分で

見えるんじゃないかなと思っています。僕もお客さん商売やっています。お客さんってそ

んな甘いもんじゃありません。良い情報はなかなか流しません。だけど悪い情報はすぐ流

れます。そういうものを含めて、きちっと対応できるような形をとっていただきたいなと

そのように思います。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 勝又委員お話しいただいたとおり、十分に情報交流の拠点、観光の拠点、それから交流

の拠点となるよう充実した運営を目指して、改めて中身についても精査しながら業務委託

先とも連携をとりながら、しっかりとやっていきたいというふうに思います。 
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○池下委員長 

 よろしいですか。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、４２

ページ。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。進みます。２目花と緑と交流のまちづくり事業費・３目豊かな田園

づくり事業費、４２ページ～４３ページ。一括で審査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 次に進みます。５項徴税費・１目徴税費、４３ページから４４ページ。 

 

○池下委員長 

 次に進みます。６項戸籍住民登録費・１目戸籍住民登録費、４４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。７項選挙費・１目選挙管理委員会費・２目参議院議員選挙費、４５ペー

ジ。一括で審査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。８項統計調査費・１目各種統計調査費、４５ページから４６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。９項監査委員費・１目監査委員費、４６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

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

１０時５５分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時 ４９分 

再開 午前１０時 ５５分 

 

○池下委員長 

 休憩を解いて会議を再開いたします。１０項総合戦略費・１目総合戦略事業費、４６ペ

ージから４８ページ。はい前中委員。 

 

○前中副委員長 

 この総合戦略事業費なんですけど、国が推し進める中でいろんなメニューがあると思い

ますけども、本町も総合戦略という中で各種新規事業に取り組んだ中で、まず何点かちょ

っと指摘したい部分がございます。 
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まず１点、住環境推進事業費における民間賃貸住宅建設促進事業。当初２千万ほどの予

算計上の中で、実際４２９万という形でございますけども、この中で今後の方向性として

現実に着工出来ている部分はありますけど、さらなる着工をどのように捉えているのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今御質問の民間賃貸住宅の補助です。この事業につきましては２８年度よりスター

トしまして、今のところ３０年までの計画で行っております。２８年度におきましてはご

指摘のとおり１棟４戸ということになっております。ただ昨年時点におきまして事前協議

というのがもう１件ございました。残念ながら昨年は着手には至っておりませんが、今年

も継続して協議が進んでおります。出来ることならば進んでいただきたいという思いはあ

りますが、まだ今現在では確定してはいない段階になります。 

 

○前中副委員長 

 はい。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 この４戸たぶん単身向けだったかなと思いますけども、今後の中で世帯向けの住宅環境

も整備したいという話も出ていますけども、課長の方からの答弁の中でそういうことも考

えていると、要望があるという話がありました。 

関連なんですけど、その中で同じように新規事業という形で若者世帯居住推進家賃補助

事業というのを予算計上した中で、新規事業というメニューでこの総合戦略事業の中に捉

えておりますけども、今回この事業に対しての要望なり、採用は無かった、事業が進捗さ

れなかったということで理解してよろしいんですか。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 委員御指摘のとおり、まず制度そのもの、それから広報等を通じて周知をさせていただ

いたところでありますけども、いわゆる該当者がなかったと、申請者がいなかったという

ことでありまして、こちらの方でもある程度の対象者をピックアップして対象になるよう

な方がいないかどうかというようなこともさせていただきましたけども、この２８年度に

ついてはいらっしゃらなかったということでございます。 
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○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 せっかく総合戦略の中で新規事業という形で出ている事業でありますから、周知徹底が

なされてない、あるいは啓蒙なされていないじゃなくて、新しくできた単身向けの住宅に

入られる方に対しての打診なり等々あっても良かったのかなと思うんですけど。そこらへ

んは何もなかったと理解してよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 はい、企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 新たにできた４戸に入った方は町内の方が移動したということで、制度については、い

わゆる町外者が清里の町の中に入ってきたと、清里町の民間住宅を活用した場合の制度と

いうことになりますので、今後こういう民間住宅が増えることによって、町外から清里の

民間住宅を活用して入っていただけるという方が少しずつ増えていくと思われますので、

こういう制度もＰＲしながら町外から移住者定住者を増やしていきたいというふうに考え

てございます。 

 

○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 ちょっと私の情報不足ということで町内の方々が新しくできた４戸に住まわれたという

ことで今の話で理解いたしました。 

またそれとあわせて、若者雇用と関連していくわけなんですけども、促進事業は、実際

福祉あるいは医療の分野で従事された方々に対して給与に対する支援。１年間のあるいは

暫定で最長３年間でしたか、そういう形の事業展開になってはいると思うんですけども、

この福祉、医療の人数的な部分、福祉関連で何名、医療分野で何名。そこらへん解ればお

聞かせ願います。 

 

○池下委員長 

 はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 若者雇用推進事業における２８年度の実績でございますが、全てが福祉部門になってご

ざいます。２８年度からは制度を改めて３年間の支援ということで、新規に該当する方々

が３名、それからそれ以前の２７年度までの事業の継続の方が２名。合せて５名の方を対
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象にこの事業実施をいたしました。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 いま若者雇用推進事業費という形で医療分野に特化した中での雇用の給与支援という１

つの施策があります。それとあわせて同じように町内の企業に対しての１事業者に対して

年間１人に対して１０万円でしたか、その事業も同じように事業展開しているわけなんで

すけど、そこら辺の制度の捉え方や１事業者に対して１人に対して１０万円。片や医療と

いう分野に対して１年間の給与の助成を何とか助成しましょうという話なんですけど、そ

こらへんどのような基準と言いますか、広く浅く捉えるのか、福祉分野に特化した雇用労

賃における補てんを行政として支援するという部分では十分意義があるんですけども、同

じように新規の若者の雇用が環境づくり、雇用の環境づくりという部分であれば、何がし

らかの配慮もたぶん必要かなと思うんですけども。そこら辺、どのように今後捉えるのか、

今の現状では何名か、何事業所か。今後においてさらなる拡充なり考えておられるのか。

そこら辺を含めて説明願えればと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 私の方からは、先にこの若者雇用推進事業の中の福祉医療従事者人材確保補助事業の方

お話をしたいと思いますが、この事業につきましては福祉医療ともに資格職の確保が難し

いという中でのそれに対する支援ということで行ってございます。これは過去から行って

いた事業を２８年度さらに強化をしたということでございます。 

２８年度で強化した部分については、従前対象としていなかった言語聴覚士や管理栄養

士等も広げたと。あるいは従前は２ヶ年間の補助であったものを３カ年間補助をしていく、

額もトータルで２倍に上げるというようなことで、資格職の確保を目指してということで

行っている事業であります。私の方からは以上です。 

 

○池下委員長 

 はい企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 私の方からは、保健福祉課長の方ではいわゆるそういった資格職が困難な部分でその個

人に支援をしているというような部分でありますけども、こちらの若者雇用拡大奨励金に

ついては事業所、会社に対して雇用を促せるきっかけとなるような奨励金というような形

でスタートさせていただいている事業でありまして、ここに記載のとおり２０万円という

ことでありますので、２８年度は２事業所、２名の方が対象になりまして交付をしている
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ところでございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 １つのカンフルとは言いませんけど、施策としての新規採用という部分で雇用させる事

業所にとっては本当に有効な手段と思いますけれども、現実予算は恐らく９０万の予算計

上の中で、手上げ方式ですけども１０万円という部分、果たして雇用する事業所にとって

どうなのかな。事業所に対してですよね。雇用者ではありません。そこら辺どう捉えたら

良いのか、１事業者の立場で考えれば１０万円というのが現実かなと。それであれば同じ

ように働いている方の支援という方が目的を定めた運用がもし可能であれば、そういうよ

うな制度設計も、今後に向けて考えていただければなと思っているんですけども、そこら

辺どのように考えるか、答弁お願いします。 

 

○池下委員長 

 はい、企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今まで御説明させていただいたとおり、福祉医療の分野ではそういった制度がある、そ

の一般枠の部分では個人に対してのそういった制度が無いわけでありますけども、企画サ

イドの方では、企業が雇用を促進するような制度というような中で制度開始をさせていた

だいているわけでございます。この金額がどうかというような部分は別としまして、そう

いった中で一般の方々の個人に対する支援というような部分も、状況を見ながら検討して

まいりたいというふうに考えてございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。はい、村島委員。 

 

○村島委員 

 ひとつ聞きたいと思いますが、ここに空き家対策事業委託料ということで金額５０万だ

と思うんですけども、現在亡くなる方も年々増えて空き家が増えているわけですね。現在

のところどのような状況か、解る範囲でお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 はい、企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 村島委員御指摘のとおり、町内に空き家が高齢化に伴ってかなり増えている状況かなと

いうふうに思っております。ただ空き家の数字的な部分は今解りませんけども、かなり増
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えている中で空き家バンクの登録ということでありますと、２８年度末でいけば２６軒ご

ざいます。２６軒のうち、すでに１３軒が成立して、空き家バンクを有効に利用していた

だいているということでございます。 

また２９年度からは解体の補助の事業ですとか、空き家を使った部分の改修の事業とか

そういった部分も、制度化してさせていただきました。 

今回については２８年度の決算委員会ということでありますので、いろんな部分で空き

家を空き家バンクだけではなくて有効活用できるように事業推進も図ってまいりたいとい

うふうに思って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。 

 

○池下委員長 

 はい、村島委員。 

 

○村島委員 

 空き家バンクということでありますけども、とりあえず解体をしなきゃいけないような

住宅もかなり見受けられるんですよ。そういうことは結局結論言いますと、固定資産税云々

にも絡んでくると思うんですよね。ですから、そういうところを今後どのように町として

対策されるのか。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 老朽化した空き家については、衛生面でありますとか安全面ですとか、そういった部分

もございますので、町としては取り壊しの補助制度も設けてございますので、そういった

部分のＰＲも図りながら環境的な部分も十分に考慮しながら、そういったＰＲも図ってま

いりたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。前中委員。 

 

○前中副委員長 

 合宿等誘致活動支援事業費補助についてお伺いします。この金額４９万円なんですけど

も、この団体は１つということで認識してよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 はい、生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 合宿等誘致活動支援事業費補助４９万２千円でございます。これにつきましては東大陸

上運動部の後援会の補助でございます。 
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○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 長く続けている東大陸上部に対する支援という形でこのような計上になっておりますし、

全体の予算の中でもかなりみてはいるんですけども、今年度慶応大学の医学部生が同じよ

うな形で本町に何年か継続で合宿と言うんですか、何と言ったら良いのかな、寝泊りをし

ながら自炊をして、本町で何年間にわたって調査合宿。そこら辺解釈の仕方によって変わ

るんですけど。ただそのような形で本町に一週間でしたっけ、１０日でしたか。そういう

形で来られるという話を聞いてはいるんですけども、それに対して、このスポーツ合宿等

誘致支援実施要綱の中で適用になるのか、ならないのか。次年度にはなると思うんですけ

ど、そのへん今後に向けて考慮願えればと思いますので、ここで尋ねませんけども、その

辺について、どう考えているかぐらいは。 

 

○池下委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 委員会において御案内をしましたとおり、来年から５年間、慶應大学医学部の公衆衛生

学研究会というゼミナールの方で夏休みを利用して山間地の公衆衛生について勉強し、自

ら家庭訪問等の健康を指導するといったような勉強し、さらには調査をしていくと。その

結果については本町の保健事業にもフィードバックをしながら、共にそういった勉強をし

ていきたいということで申し出があります。まだ確定というところまでには至っていませ

ん。今年度下見ということで学生が訪問をしたところです。それが確定となれば、前中委

員がおっしゃる事業にするのか、それとも新たに設けるのか。合宿とはやはり若干違いと

言いますか、勉強になりますので、その辺をどう整理をしていくかということはあります

けれども、何らかの支援を考えていきたいというふうには今のところ考えておりますので

その節には、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい前中委員。 

 

○前中副委員長 

 僕の方では、まだ確定ではないということと、合宿という、今回の支援事業の形でない

形というのも、今説明で受けたんですけど、いずれにしろどのような形が良いのかは、今

後の中で議論していくべきかなと思いますので、今話題的というか、方向性だけ伺ったの

で、この件に対しては理解いたしました。 

 

 



45 

○池下委員長 

 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

ますので暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時 １８分 

再開 午前１１時 ２１分 

○池下委員長 

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、４９

ページから５１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。 

 ２目障害者自立支援費、５１ページ～５２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 次に進みます。３目福祉サービス事業費、５２ページ～５３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。進みます。老人福祉費、５３ページから５４ページ。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。 

 ５目国民年金事務費、５４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、５４ページから５５ページ。 

 

○池下委員長 

 次に進みます。２目保育所費、５５ページ～５６ページ。河口委員。 

 

○河口委員 

 保育所費の費用については、特に何もないですけれども、ぜひ考えていただきたいのが、

前に委員会の中で一度話題したと思いますが、保育所の中の手洗いについて。 

幼児の方は、温水ついているんですが、通常の保育児童の方については全く水のまま。

かなり冷たい。今いろんなＯ１５７とかいろんなことでしっかり手を洗ってくださいと言

いながら、冬あるいは春先での、今の時期はそうでもないけど相当冷たいですね。十分に

洗ってくださいと言う環境で無いということがありますので、是非その辺もこのへん含め
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て環境整備をお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今の委員の御指摘につきましては、常任委員会でもご意見をいただきましたので、まだ

現場にとどまる範囲ではありますけれども、手洗いの温水化については現場としての検討

をしている状況であります。今後予算編成等を経てでないと、なかなか明快な回答ができ

ないところでありますけど、今現場のところでは検討しているということでご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 次に進みます。３目子育て支援センター費、５６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。はい勝又委員。 

 

 

○勝又委員 

 ５１ページの社会福祉総務費の関係なんですけど、高齢者の暖房費支援事業が予算から

見ると決算で受給世帯も半数ということで、恐らく条件に漏れているというか、そういう

部分で減ったのかなと思いますけども、それと合わせて年金生活等支援の臨時福祉給付金

事業も計画は６０名に対して１８人ということで、実際に対象といろいろ調べる中で足り

なかったのかなと思いますけども、そこらへんについて説明をお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 まず１点目は、高齢者等暖房費等助成事業ということでありますが、それにつきまして

は継続して行っている事業です。１万円をファミリーカードで支援をするということで行

っておりますが、例年最大限見積もって２００人程度を予算化しているところですけど、

１００人を若干超えるところの申請というふうに留まってございます。これにつきまして

は対象の方々が知らなかったということは無いように１１月から始めまして、最後最終３

月の半ばまでに５回ほどの周知を行っておりますし、中には広報等の周知では理解ができ

ない方、在宅の方についてはおひとりの方にはホームヘルパーであったりの支援が入って

いたり、そういうことであればケアマネージャーは、月１回は訪問しているということで、

その辺からの声掛けもいただいておりますし、民生委員さんの方からの声掛けもしていた

だいているということで承知されていないということはないというふうには私たちは理解
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していますけど、例年このぐらいの数にとどまっているということでございます。 

それから年金生活者等への支援臨時福祉給付金につきましては、町に対象者の情報とい

うのは実は持っていないんです。かなり大きく見込んだというところもあるのかなと。一

方でこの前に行われました３万円の給付金を受けた方は対象にならないよということもあ

り、数が少なくとどまったんではないかなというふうに考えてございます。これにつきま

しても４回ほどの広報周知、広報お知らせ版での等での周知その他該当と思われるとしか

言いようがないですけれども遺族年金であったり、障害者年金の給付者というのは本当に

市町村レベルでは対象者の把握ができないものですから、該当と思われる方にはお声掛け

を先ほどの冬期の暖房費等と同じような手法によってお声かけをしたところですけども結

果として１８人にとどまったということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 年金の関係の部分については理解する部分なんですけど高齢者の暖房費なんですけどね、

例年このぐらいの数で推移しているということなんですけど、恐らく暖房費支援事業って

いうのはうち独自の考え方での支援だと思うんですけど、せっかく予算をつけた形の中で

対象がそうだからということじゃなく、それであれば若干その対象時の要件の緩和も含め

て、もう少し多くの世帯に給付できるような形は考えてないんでしょうかね。 

 

○池下委員長 

 はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 想定する対象者と実際に申請をいただく方の乖離というところでは、ここはもう一生懸

命広報していくことしかないのかなと、今ご説明した５回の広報等での周知、その他民生

児童委員さん社会福祉協議会のケアマネージャーさん、ヘルパーさんの支援をいただいて

ということですから、ここのところはそれなりの努力はしているというふうに私たち認識

しています。 

これを対象、間口を広げるということになると、またこれは話は別なのかなと思ってい

ます。この要綱にもありますけれども収入の少ない層の方達の冬場の暖房費に限らずとい

うことで間口は広げてありますけど、支援ということでありますので高齢者、障害者、ひ

とり親さん、そういうようなところでやっておりますので、間口を広げるというところで

は今のところ考えてございません。 

 

○池下委員長 

 はい勝又委員。 
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○勝又委員 

 間口を広げるということは考えてないっていうことなんですけど、広げるような形で考

えていったらいかがですかということをちょっと聞いているわけで、そのことは困難なの

かな。 

 

○池下委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ２８年度においてそういうふうに判断をした事業推進だったということでございます。

もちろん御意見いただきましたので検討はさせていただきますが、制度の趣旨としては、

そういうことだということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

他にありませんか。よろしいですか。 

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） 

休憩 午前１１時 ３５分 

再開 午前１１時 ３７分 

 

 

○池下委員長 

 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、５６ページ～５

７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 ２目予防費、５７ページ～５８ページ。はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 毎回ワクチンのことで質疑しているんで、今年も考え方をお聞かせ願えればなと思いま

す。子宮頚がんのワクチンに関してなんですけども、２８年度も接種者はゼロと、これは

任意接種っていう形でこういう状態なんですけども、このワクチン、子宮頸がんワクチン

の接種が、本町としても取り上げたのは、確か平成２４年ぐらいかなと思っているんです

けども、その当時受けた女性の中学生を対象に一時あったんですけど、今２８年度は一人

も受けていないという実態なんですけど、このへんどのように捉えているのかだけを改め

て説明していただければと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、保健福祉課長。 
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○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、副反応が発生したということで国の方

から昔は一種予防接種と言っていましたが、今Ａ類という呼び方に変わりましたけども、

市町村が接種の機会を与えなさいという予防接種であります。ですので、制度的には変わ

っておりません。ですから希望される方がいらっしゃれば、町としては、予防接種の機会

を提供しなけれならない。これは変わりありません。国は積極的な予防接種の勧奨はしな

いようにということになってございますので、本町においても予防接種の勧奨は行ってご

ざいません。その上で予防接種を受けたいんだけれどもという保護者あるいは本人の御希

望があったとしたならば、これまでに起きている副反応のリスクというところは十分に御

説明をした上でよく検討いただいて、もう少し国の方向が見えるまで判断をする時期をお

待ちになってはいかがですかということでお勧めしていきたいなというふうに考えてござ

います。御理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい前中委員。 

 

○前中副委員長 

 ワクチン接種をしたことによって免疫等々あるいは疾病のリスクからある程度は軽減、

あるいは感染しないということなんですけども、今の説明のとおり、やはり副作用等の報

告もなされ、国も積極的な関与はしないという、ちょっと玉虫色の表現の中で、今後にお

いてもそういう形で対象として子宮頸がんのワクチンもあげときますよというのは重々わ

かるんですけども、個人的な相談はあるかもしれませんけれども、接種希望の実数として

あるのか解りませんけども、ちなみに２７年度も２名それぐらいでしたか、結局未接種の

状態が続いているということだけはあるのかなと思うんですけども、人数的な部分２６年

と２７年、２８年そして経過になっていますけども、今年度もありますけども状況として

はどのような推移しているのか。 

 

○池下委員長 

 はい保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 子宮頚がんの予防接種について２７年２８年ともありません。繰り返しになりますけれ

ども法令等により市町村は予防接種の義務がありますので、希望者があればそれに応える

備えだけはしておかなくちゃいけない。これは間違いありませんので明確な国の方からの

方針が出るまでは準備はした中でというこういった形が続くのではないかなというふうに

考えております。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。良いですか。進みます。 

 ３目各種医療対策費、５８ページから５９ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 次に進みます。４目環境衛生費、５９ページ～６０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。５目保健福祉総合センター費、６０ページ～６１ページ。 

はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 発電機設置工事ということで非常用発電機ができ上がったわけですが、発電するための

施設の建つ場所が悪い。建て方が悪い。なぜかと言いますと北側にソーラーパネルがあり

ましてソーラーパネルが日陰になるということなんですけども、その辺についてのチェッ

クなり検証などはあったんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 非常用発電機の設置計画、それから設計の方が先行しておりました。当初よりあの位置

で計画しておりましたし、他に適地も見つからないということで、そのまま建設をさせて

いただきました。それからソーラーパネルの影響については、私たちも危惧していたとこ

ろですけれども１２月の一番日の低い時期の朝晩なりも確認しましたが、わずかにかかる

程度ということで、それから発電量の方も所管課より情報をもらっておりましたけども、

２７、２８と比較しても大きくこれが影響しているだろうというような数字のサインは見

つけられなかったので幸い問題なかったのかなと考えております。 

 

○池下委員長 

 はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 検証はされたということなんですけども、夏の間はおそらく日陰にはならないと思いま

す。冬になりますと、やっぱり日陰になるだろうなと。恐らく４メートル程度しか離れて

いない訳なんですけども、若干南側に建てるなり建物を低くする、低くならないんであれ

ば地面を掘り下げてでも低いような建物が建てられるというような、いろんな工夫はでき

たんだと思います。 

今回検証されたということなんですけども、今後そのような建物が建つ場合においては

それなりの検証をしっかりしていただいて税金で建てた建物が税金で建てた建物のおかげ

で、陰になるっていうようなことに無いようにその辺の検証もしっかりしていただきたい

と思います。 
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○池下委員長 

 はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 非常用発電機につきましては、実はもっと本来であれば高い建物にして高い位置に設置

をしたいところでありましたけれども、制約等の中であの高さにとどめたということでご

理解をいただきたいと思います。今後いろんな施設等の整備においてはそういった御指摘

の配慮は十分していきたいと考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、６１ページ～６３ページ。 

 

○池下委員長 

 衛生費全体で質問ありませんか。 

無いようですので、ここで 1時 15分まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時５０分 

 再開 午後 １時１５分 

 

○池下委員長 

それでは、会議を再開いたします。 

５款、農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費 ６３ページから６４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

次に進みます。２目農業振興費、６４ページ～６６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 次に進みます。３目畜産業費、６６ページ～６７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 次に進みます。４目農地開発事業費、６７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。５目道営整備事業費、６７ページ～６８ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 この中の多面的機能支払交付金事業について。この事業のおかげで清里町の様々な多面
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的機能が保たれているというふうに認識しています。まさに農業における農業以外の役割

が国から認められて、例えば地水ですとか農業景観ですとかそういう多方面にわたった農

業の役割というものが評価されての交付金だというふうに理解しています。 

この交付金のおかげでここに書かれているような様々な仕事がなされているわけであり

ますけども、今後考える上でなかなか個人では対応しづらいような事業ですとか、あるい

は農業農村景観を守る取り組みですとか、そのようなことに本来使われても良いんじゃな

いかなというふうに考えているわけなんですけども、例えば昨日伊藤議員が言われたよう

な川にまつわる景観の整備ですとか、あるいは美しい村連合に入るにあたって評価された

防風林景観ですとか、保全ですとか古くなったものの更新、植え替えですとか、そのよう

なものに多面的機能支払交付金というのを利用していくということの検討も必要ではない

かというふうに考えるんですが、そのへんについてお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今の御質問ですが、多面事業につきましては当初農地水交付金事業としてスタート

しまして、平成２７年からあの全域にわたっての農業の支援ということで事業を進めさせ

ていただいております。その中身に関しましては各種項目がございますが、基本として、

地域の共同活動の支援ということで事業が進められているところです。この中の昨日の話

にもありましたウエンベツ関係に例をあげるとおり、どの事業がこの事業の要旨にあうか

という部分は、今後とも運営協議会の中で協議されて、この事業収支に合致するものであ

れば今後新しいものであっても事業の中に取り込めることは可能ではないかというふうに

考えております。 

 

○池下委員長 

 はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ぜひいろんな方法またやり方、項目とかがたくさんあると思いますので、そのへんにつ

いての検証等を重ねていただきまして有意義な使い方ができるような方向でいっていただ

きたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 今後とも事業の内容につきまして、こちらの方でもその事業の中で取り組めるかどうか

っていうのを調査いたしまして対応してまいりたいと思います。 
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○池下委員長 

 他にありませんか。はい勝又委員。 

 

○勝又委員 

 関連なんですけども、いろんな形で農業の多面的機能についての支払いという部分で今

美しい村連合の絡みもありますし、そういうものも含めて要は景観整備ということで地域

活動というか、それをメインにしている部分ですけど冒頭のあの一般質問にもそういうも

のがもう人海作戦でかなり厳しくなってきているような部分もありますし、それらも含め

て総合的に運営協議会の方で協議していただきたいなと思いますけど。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 景観に関しましてはキカラシの種子だとか、その部分の補助を行っております。景観の

みを目的としては難しいのかもしれませんが、農業に関連づけて景観が良くなるような項

目があれば、そのへんは理由づけが出来る部分もあると思いますので、そのへんに関しま

しても引き続き勉強してまいりたいと思っています。 

 

○池下委員長 

 ６目清里地域資源活用交流促進施設費、６８ページ。はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 この清里地域資源活用交流促進施設費ということなんですが、まず最初に確認だけさせ

ていただきたいんですが、これは町民会館の事なんですか。 

 

○池下委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの御質問の清里地域資源活用支援促進施設でございますが、これにつきまして

は今委員おっしゃったとおり、町民会館のことでございまして、これにつきましては農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、農林水産省の補助を活用したということが

ありまして、名称的には設置条例ではこの科目となってございます。なお平成２９年度、

平成３０年から名称を変えることで検討してございまして、実は、平成２９年の予算科目

でございますけど、それにつきましては総務費の方で予算を組ませていただいたところで

ございます。 

 

○伊藤委員 

 名称の方は、今後変更していくということで、さらにまた解りやすくなっていくとは思
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うんですが、そういう形で総務費も出ていましたが、町民会館についてということで質問

させていただきたいんですが、町民会館が出来てから、かなりの年数経っております。い

ろんな形で使用されているわけですけども、町民の方から利便性の向上に関して、いろい

ろと役場の方には何か意見とかって入ってきているんでしょうか。またそういう聞く体制

というのは取っているんでしょうか。まずそこをお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 はい総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今言われました清里地域資源活用支援促進施設でございますけども、町民の方から特に

これといった要望等ありませんけども、町民会館につきましては葬儀利用がかなり多くな

ってございまして、その段階で若干言われることありますけど、特に大きな問題点を指摘

されることは今のところはない状況でございます。 

 

○池下委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今課長の方から答弁いただいたんですが、主だったものがやはり葬儀での使用というこ

とでございますが、問題が余りなかったということですが、かなり前から炊事場のことは

ずっと出ていたと思うんです。会計処理が終わってからという答弁を昔町長からいただい

た記憶をしておりますが、その点もそうなんですが、町民の方とお話ししていますと例え

ば葬儀ですから、この地域の中だけでなく遺族の親戚の方で遠方から来られる方が普通に

いるわけですけども、車いすの関係ですね、歩行がなかなか難しくて普段は車椅子を使っ

ているんですが、遠方から来るのに車いすは持って来れなくて、ここの葬儀会場も普通だ

ったらあるだろうと都会の方は思っているらしく、それがなかなか設置されていないとい

うことで、そんな話とかもちょっと聞いているんですが、そういうところはちょっとどの

ように考えているのかお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今御質問の町民会館の関係ですけども、今委員おっしゃられたとおり、車いすを常時設

置されてない状況ということで把握をしてございます。今後今言われたこともあるという

ことで、今後車いすの方も検討していきたいなというふうに思っているところでございま

す。 
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○池下委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今検討していただけるということで、役場庁舎の方にあると思うんですが、そこで１回

代替で使ったんですけども、あくまで１台であって、２台、３台となると福祉の方から借

りてきたりとか、葬儀を手伝っている方がかなり苦労されたらしいんですよね。そういう

実態があったもんですから、検討していただけるということで安心はしました。 

さらにもう１点なんですが、結局葬儀の関係なんですけども、遠方から来られる方が普

通におられて実はこの辺って夜になると飲み物をちょっと買うとかというのが地域にない

らしいんで、例えばセブンイレブン行ってくださいとかセイコーマート行ってください。

でも良いんですが、夜中になりますと子どもとかもおられますし、自分で買いに行くこと

もなかなかできないのであれば、こういうような施設にプラネットとか例えばコミットな

んかもそうですけど、同じように自動販売機を１台ぐらい設置すれば、外に出すと防犯上

の問題が出てくると思いますので、中の方にひとつあれば、かなり利便性も高まっていく

のではないかなと思いますが、それではどのようにお考えでしょうか。 

 

○池下委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの自動販売機の件でございますけども、公共施設、スポーツ施設、文化施設を

中心に自動販売機の方を設置してございますが、こういうような同じく町民が利用してい

ただいている町民と、また町外からの利用等もある施設について、今後自動販売機の設置

等検討させていただきたいということでご理解いただきたいと思います。まだ今のところ

すぐ設置とかということでちょっと答弁できませんけども、検討させていただきたいなと

いうふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 次に進みます。７目札弦地域資源活用交流促進施設費、６９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。８目町民活動施設費、６９ページ～７０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。２項林業費・１目林業振興費・２目自然保護対策費、７０ページ～７１

ページ。一括審査お願いいたします。 

 

○池下委員長 

全体を通して質問漏れはありませんか。はい河口委員。 
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○河口委員 

 畜産業費の町営牧場運営事業費の中で委託料の不用額がちょっと大きいんですけども、

これは追肥業務委託というような部分が主なものだと思うんですけども、これは利用実態

が少なくなって減っているのかどうかという点でお聞きします。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 牧場におきましては１０牧区あるんですが、その中の７牧区から１０牧区に関しまして

は現在閉牧しております。１牧区から６牧区を使っていまして、その分の追肥を行うんで

すが、ご存知のように入牧数も減っている関係で、６牧区の追肥を２８年度やめている部

分があり、その部分で不用額が発生しています。 

 

○池下委員長 

 はい河口委員。 

 

○河口委員 

 ２９年度の予算も同金額程度出ているんですけども、このへんも同じ解釈でよろしいで

すか。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 同じでございます。 

 

○池下委員長 

 はい前中委員。 

 

○前中副委員長 

 ちょっと参考までにお聞かせ願いたいんですけど、有害鳥獣の関係、２８年度の捕獲の 

の有害種の種類と頭数だけお聞かせ願います。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 熊の捕獲に関しましては３頭です。きつねの捕獲に関しましては１５頭が実績となって

おります。 
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○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 昨今熊の被害だとかきつねも大変多いようで、鹿柵も整備されているんですけど、かな

り鹿の被害も顕著に表れている、そして現状ではその委員会等々でも議論になるときもあ

るんですけども、有害鳥獣のハンターの資格者が町内にもかなり減少しているという実態

がある中でやはり銃で捕獲する、あるいは捕獲の器具等も今後やはり整備あるいは増やす

のかどうなのかという時期に来ているという問題と、先ほどちょっとあったんですけども

アライグマがどうも散見されているという情報もあるという話があるんですけれども、そ

こら辺は公式な見解ではないので何とも言えませんけども、アライグマに関しては道内一

円の分布実態がかなり広がっているという状況がありますから、そこら辺の状況をどう産

業課として捉えているのかもあわせて協議しているのか、話し合いの中で支庁の方からも

あるのかどうなのか、あわせて説明願えればと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいまの御質問の有害鳥獣に関してですが、防止策としては、まず鹿柵等による防止、

入ってこないようにする、入ってきたものに関しては駆除をするという形で、今の課題と

いたしましては猟友会の方の人数が減っているという部分があります。その中で特に熊の

捕獲とかになりますと、その中で限られた人となってしまうので、その辺の今後どうする

のかというのは、これは大きな課題です。その対策といたしましては、明確なものはまだ

できていませんが、各種会議等でお話しする中でもっと広域的に考えたらどうなのかとい

う提案もいただいたりしたこともありますが、それを検討して熊などに関してどうだろう

って話をしたところ、やっぱり土地勘がないと、ここに住んでここの土地を熟知した人間

でなければ、やっていけない。その辺を考慮いたしますと資格を持っている方の中で熊に

関しては後継者を出していかなければならないのかなということと、また新たなハンター

も増やしていかなければならないと、現在のところ得策というのは見つかっておりません

けど、各種猟友会の会合等には出来るだけ担当が出席するようにしています。その中の会

話の中で、何かしら今後の可能性として良いものがあれば、やっていきたいというふうに

考えています。 

アライグマに関しましては数年前に１頭捕獲あったという話はありますが、今年に関し

ましても出たという話はうちの方では把握をしていないところです。 

 

○池下委員長 

 はい前中委員。 
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○前中副委員長 

 本当に狩猟免許を持った方々が亡くなっているという実態もあるし、今現状の中で役場

の職員の中で狩猟の免許を持っておられる方はおられるんですか。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 現在の職員の中で免許を持っている者はいません。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 そういった意味で持てないことはないのかなとは思うんですけれども、突発的な事案の

時、やはり機動性に欠ける上では、職員の資格収得というのはどうなのかな、本当にいろ

いろハードルあるかもしれませんけども検討する部分があるんであれば、そういう形も一

考かなとは思うんですけど、相手は大きい熊もあれば小さなきつねもありますけども、い

ずれにしろ、かけ縄の資格というのは、たぶん狩猟の中で資格収得しないと安易には設置

できないというひとつの法令もあるのかなと思いますので、その辺も今後に向けての課題

ということで整理していただきたい。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 資格取得に関しましては強制できるものではありません。しかしながら職員といたしま

してもそれを他人事という捉え方もしておりません。やはり猟友会・役場ともに考えてい

かなければならない問題ですので、その辺も今後検討してまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

外に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） 

休憩 午後 １時４０分 

再開 午後 １時４２分 

○池下委員長 

再開いたします。６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、７１ページから７２ペー

ジ。はい、河口委員。 
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○河口委員 

 商店街の部分、非常にデリケートな部分がたくさんあるかなとは思うんですけども、依

然として商工振興について進んでないという認識でいます。その中でひとつ、コミュニテ

ィセンターの利活用についてお聞きしたいと思うんですけども、従来この費用については

商工会の方に委託という形をとられていると思うんですけども、この部分のさらなる利活

用について何か考え方があるかどうかをお聞きしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 コミュニティセンターにつきましては、いわゆる商工会館というような位置づけでござ

います。商工会が運営している会館でありまして、町が管理費を補助しているというよう

な形になっております。今後コミュニティセンターの活用についても今のところロビーで

花緑の幼児の絵画展をやったり、商店街さんのくじ引きだとか、そういった部分に活用さ

れている状況であります。今後とも商工振興、さらには住民の方々も利活用できるような

部分については、当然町としても協力支援をしてまいりたいというふうに思いますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 はい河口委員。 

 

○河口委員 

 以前この件についてはお願いをしていた部分があるんですけども、まず２年前に内閣総

理大臣の花緑事業の看板、ボロボロになったものですから、それを何とか外してください

と。そしてその後、あそこのウインドウについては上手く利活用して欲しいという要望し

ました。だけど２年経って、ただの窓になっているわけです。 

あそこについていろんな発信の仕方があるんだろうと思うんですね。単純に美しい村連

合の部分がありますけども、あそこの交差点に車を停めましたよといった時にようこそ清

里でも何でもあるんだと思う、ただの窓ガラスでなくて、あそこから町の発信することっ

てあるんだろうと思うんですけども、その辺がなかなか進展しなかったかなと思いますん

で、改めて例えば町の特産物がありますね、それの発信の部分でもあそこの場所はうまく

利用していただきたいなと思いますので、ぜひ検討していただきたい。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今お話しいただいたとおり、ちょっと今まで貼っていたシールがかなり古かったと

いう部分で、河口委員の方からもお話しいただいた部分がありまして剥がさせていただい
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て、今は何もない状態だということであります。そういった部分で今後その商工振興を生

かしたそういったＰＲをする方が良いのか、また町全体としてのそのウェルカム的な何か

貼るのが良いのかどういったものが良いのか、町としても商工会さんの御意見も聞きなが

ら利活用の方法がないか検討してまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 商工振興費における地域企業支援事業の融資における利子補填について、中身について

の金額ベースの提示をお願いしたいと思います。中小企業融資貸付制度補助ということで

利子補填合わせて保証協会付の保証料の補填という形で執り行っていると思うんですけど

も、その中の保証料ベースがどのぐらいなのか、あるいは短期長期の利子補填がどのくら

いなのかを説明していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 中身について御報告をさせていただきたいと思います。まず運転資金につきましては短

期利子１４件、１０４万９千２０３円。運転資金の長期２２件、１０６万９千３６２円。

設備の利子補助７件、３６万６千９５４円。保証料の運転資金３１件、１３４万７千１０

５円。保証料の設備資金８件、１０万８千２５０円。総額で３９４万円でございます。 

 

○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 やはり融資を受ける時に、この保証協会付という部分での融資案件として金融機関等々

も本当に財産査定の中で難しい部分がある中で、今回行政が２７年からですか、行ってい

る利子補填という形になっていますけども、この保証料の関係は１回限りで、全て融資案

件に対して保証料の金額が出てきているのか、あるいはこの保証料に対して例えば１千万

に対しての保証料の融資ということであれば、分割っていう方法も無いわけではないんで

すけども、あくまでも保証料は、その融資を受けたときに、単年度で保証料を行政として

補てんするということで理解してよろしいのか。そこら辺よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 基本的には１つの融資でその単年度ごとのということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

 

○池下委員長 

よろしいですか。進みます。 

 ２目観光振興費、７２ページ～７５ページ。はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ７４ページの神の子池維持管理事業費及びその他観光施設維持管理事業費に関わってく

ることでお伺いいたします。今両方言った場所、さくらの滝の部分と神の子池ですか、ト

イレが設置されるようになったと思います。実質わからないのかもしれないけど、どれぐ

らい利用率って言うんですか、利用されているのかというのは把握されていますかね。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 神の子池のトイレの利用なり、さくらの滝のトイレの利用なりっていう部分につきまし

ては利用の人数等々については大変申し訳ありません、ちょっと把握はしきれてないとこ

ろでございます。 

 

○池下委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっとデリケートと言いますか、わかりづらいところだと思うんですが、今年７月に

所管調査として神の子池及びさくらの滝行ってきたんですが、トイレは必要だろうという

ことで設置にはなりましたが、置かれている状況が、特に神の子池の方に関してはドアも

半分壊れている。中をちょっと覗くと、正直この場の発言として適しているかどうかわか

りませんが汚いです。あのあたりにトイレがないので観光地として必要だろうというのは

わかるんですが、その後の維持管理が正直余りよろしくないのではないかなと。あれだと

多分誰も使わないんじゃないかなと思うんですよね。その中で、例えばさくらの滝にして

もトイレのリース料で４０万強かかっています。逆にあることによってイメージダウンに

つながる可能性もあるんじゃないかなと思いたくなるぐらいトイレがちょっと汚い状態な

んですよね。その点ちょっと今後どのように考えているのかお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 特に神の子池のトイレにつきましては、前段ちょっと壊れている部分につきましては早

急に処理をしまして、今しっかりと中から鍵がかかる状態で手直しをしているところでご

ざいます。 

また神の子池のトイレの見栄えと言うんですか、全体的な環境の部分も含めて余りよろ

しくないというようなお話かなというふうに思いますけども、今の時代と言いますか、当

然和式でボットントイレということで、女性の方も使いづらい状況かなというのは把握し

ておりますし、今般阿寒摩周国立公園にも編入されたということで、神の子池だけではな

くて、全体のさくらの滝であるとか裏摩周であるとか、全体の観光施設における整備等々

も含めた中で、当然のことながら神の子池のトイレに関しては早急に検討を進めて何らか

の環境整備をしていきたいというふうに思っておりますので、なるべくスピード感を持っ

た対応をしていきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいというふ

うに思います。 

 

○池下委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今課長の方から早急に検討していただくということを聞かせていただいたわけですけれ

ども、整備するだけでは、正直これもちょっと言葉が適しているかどうかわかりませんが、

撤去も含めた中での本当の意味での検討をしていかないと、ネット上の話をここでするの

もいかがなものかと思いますが、要はいかにも行政的だよねという意見が結構載っていま

す。観光地にトイレが必要だからつければ良いんでしょう。やっぱりそうじゃないですよ

ね。今課長がおっしゃられた通り、本当に女性の方にしろ使えるようなものでなければ、

そこに置いてある意味がないわけで、本当に使ってもらえるようにするものなのか、それ

に対しては結構費用もかかると思っています。逆に使えないようなものを便宜上置いてお

くのであれば撤去ということも頭に入れながら検討するべきだと思います。その辺までも

含めた中でもう一度答弁いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まずは現状のトイレがあるということでありますから、今のトイレにつきましては人手

を雇っておトイレの掃除をしていただいている部分でありますので、これについては当然

のことながら現状のトイレは清掃したり、ドアなりそういった建具が壊れていたら直して

いくというのは当然のことでございます。そういったことをやりながらも、伊藤委員がお

話しいただいているとおり、今後については当然のことながら新たな手法も含めて取壊し

等々も含めながら、先ほども申し上げましたとおり全体的な他の観光施設、景勝地も含め

ながら全体的に捉えながら、当然神の子池のトイレの整備についてもスピード感を持って
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対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

 

○池下委員長 

 次に進みます。３目オートキャンプ場費、７５ページから７６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 次に進みます。４目江南パークゴルフ場費、７６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 全体を通して質問漏れはありませんか。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 オートキャンプ場の中で不用額、委託料の不用額の中で、草刈り業務委託が予算の中で

３１万見ていて、実際には１９万８千円とかなり差があり、働いている方の全体的に、こ

こだけじゃなくて、もう少し単価的な部分については将来どうなんだろうかという問い合

わせをいただいていますので、この委託料というのは、単純に下がった部分は価格の見積

もりとかその関係で下がったのか、刈り面積が少なくて下がったのかどちらなんでしょう。 

 

 

○池下委員長 

 はい、企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 草刈り業務につきましては、シルバーセンターに委託をしてございます。状況を見なが

ら昨年度においても見栄えだとか利用に支障がないような形で草刈りをしておりまして、

昨年度については気候の関係とかもございまして、ある程度草刈りの頻度を多少落として

も問題ないというようなことから不用額が出たというふうに理解をしております。 

 

○池下委員長 

 他に質問漏れはございませんか。 

無いようですので、ここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（説明員交代） 

休憩 午後 ２時０６分 

再開 午後 ２時０８分 

○池下委員長 

 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、７６ページ～７７ペ

ージ。勝又委員。 
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○勝又委員 

 ウエンベツ川ののり面の修繕があるわけなんですけど、おそらくうちのところじゃない

かと思うんですけど、修繕して恒久的な形の部分じゃないですよね。おそらく担当の方見

られて解っていると思いますけど、総体的に１８号から８線の神社の下です。そんな部分

では、区間の中に入って後々来るんではないかなと思いますけど、ほとんど応急的な処置

しかされてないっていう部分で、今後ともきちっとした直し方をしなくちゃいけないって

いう部分あると思いますので、そこらへんについてどう考えているのかお聞かせ願いたい

と思います。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 おっしゃるとおり、この修繕に関しては応急的なものと考えております。御存じのとお

り国営ウエンベツ地区が新たに２７年から３６年に向かって再整備がスタートいたしまし

たので、その中できちんとした整備をしてまいりたいと。そこまでの間、さらに崩れて隣

接する畑等に影響がないようにということで応急的に修繕を行っております。 

 

○池下委員長 

 はい勝又委員。 

 

○勝又委員 

 工事が入るということで、そのことは了解するわけなんですけど、もう１点、一般質問

等で話題になっていましたけど、施工の関係なんですよね。機械力を入れてっていうよう

な部分もあるんですけど、実際問題として既に施工の終わったところを見ますと、落差溝

の周辺のブロックを積んでいるわけなんですけど、元は平らな面でずっとブロックを積み

重ねていたんですけど、足場だという形で草取りするときに足を乗せて危なくないという

ことですが、実際には刈り取りする時にはそのでこぼこが邪魔なんですよね。採算、工事

の説明の時に僕も会議に出て言うわけなんですけど、なかなかそういうことが改善されな

い。将来的に見ても人力でやっていくことがだんだん不可能になってくるっていったとき

に機械力となったときには、行き届かないような部分が出て来るんじゃないかなと思うん

ですよね。そこらへんも含めて町側としてもきちっと管理しやすいような形での施工とい

うものをおそらく受益の方々からも要望は出ると思いますけど、ひとつそういう部分施工

の仕方を工事側に言って行けるような形をとっていただきたいなと思いますけど。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 改修の工法に関しましては開発といたしましてもよかれという思いで工法を選定してや
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っていると思います。それがたまたまおっしゃられたように現実の部分とそういうギャッ

プが生じている部分があるというふうにお受けいたします。この工法に関してすぐに改善

できるものか、また代わる工法があるかどうかというのは今お答えできませんが、地域の

方からそういうお話があるという話は担当の方に伝えてまいりたいというふうに、それが

今後の整備に生かしていけるかなというふうに考えております。 

 

○勝又委員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ７７ページの道路橋梁及び河川指定管理業務委託料についてお伺いいたします。前日も

一般質問の方で町長に質問させていただきましたが、時間が限られていましたので町長の

方からは大枠な形でいろいろなことを答弁いただきました。もうちょっと詳しくお聞きし

たいことがあるのでお伺いいたします。 

指定管理者の方へいろいろ支払われているわけですが、路肩の草刈りという形で８７５

万円という話は聞いております。この中には枝払いの部分は入ってないのか、それとも含

まれた形でのものなのか、まずそこをお伺いいたします。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 枝払いの部分は別途積算しております。 

 

○池下委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 多分それは清建工業からの計画書の中でも２８年決算の中で出てきているはずだと思っ

ております。僕の手元にはありませんが、その枝払いは別途であればその項目とそれが幾

ら掛かっているのかお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 新たな２９年度での提案額でいきますと、お待ちください。 
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２８年度の実績で７９万７千３４６円というふうになっております。 

 

○池下委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ２８年度の決算という形で、今７９万７千円と聞きましたが、課長、おっしゃりかけた

平成２９年度の何か出てきているんですか。それも聞かせていただきたいのですが。 

 

○池下委員長 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ２９年度の提案額に対しましても、ほぼ同じ７８万９千円が提案額としてあがってきて

おります。 

 

○池下委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 そういうような形で計画書が提出されて、役場の方で受理されているということなんで

すが、枝払いの方は余り整備されてないんじゃないかなと、心象ですけども思っておりま

す。その部分が本当にその清建工業からあがってくる計画書の内容を精査した中で実際ち

ゃんと行われているのかどうなのかという検証等々はどこが行っているんですか。それを

お聞かせください。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 実際やった工事につきましては、毎月作業した実施の報告書があがってきますので、そ

れで確認しております。それで草刈り、枝払いに関しましては昨日でも議論されましたけ

ど、近年多くの自治会の会合等でも枝払いの要望というのはあがってきているところで、

ただ地域の方にしてみれば、ちょっとじれったいのかもしれませんけど路線数が多い関係

で一気にできないというのが現実的なところです。これを限られた予算の中で年数をかけ

てやっていきましょうというのが今の指定管理者等の話の中で進めているところです。 

 

○池下委員長 

 はい、伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 課長の方から一気にできないということを聞かせてもらったわけですが、その通りだと

思います。ただ一気にできないという理由が予算の上での問題なのか、指定管理者の方の

人員の問題なのか、それはどちらという形で考えておられるのかをお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 要因といたしましては、両方があると思いますが、ウエイト的に言いましたら予算の方

がウエイトが大きいのかなというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 私も同じような思いです。実際どちらの要因もあると思います。ただその中で予算のウ

エイトの方が少し大きいかなという答弁いただいたわけですが、先ほど課長のお話もあり

ましたけど、いろんな自治体、自治関係者の方からもかなり要望が上がってきているんじ

ゃないかなと先ほどの答弁で私も推測いたします。予算が無いのは解りますが、早急にい

ろんなことを手をかけていくということを検討していただきたいとそのように思います。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 枝払いの関係に関しましては、昨日の一般質問でも協議された経緯もありますので、そ

の後ですけど、今後どれぐらいの路線で枝払いが必要で概ねどれくらい費用がかかるのか

というものは、調査して今後どうしていくかというのを検討していきたいと思います。 

 

○伊藤委員 

 よろしいです。 

 

○池下委員長 

 はい前中委員。 

 

○前中副委員長 

 関連なんですけども、２７年の予算の総括の時にその点もかなり指摘して、たまたま２

７年度台風被害で町道における倒木ということで処理した事案がございます。その時の指

摘内容の中で、防災減災からもインフラの防災という部分で、仮に町道の路肩における樹



68 

木が電気の電線あるいは光ファイバー等に倒木したことによって断線する。防災の観点か

らも重要な公共事業の一考ではないかという部分の質疑をして、町長の方からも答弁いた

だいた経過があります。 

そして今回、伊藤議員の方から一般質問で改めて再度同じような要望が上がっている、

これは町内においてのこれからの町づくりの中でどうしても取り進めなければならない公

共事業の一環かなと私自身も思っていますので、課長の方から細部な町道における立木の

調査をすると言いますけども、そんなにコストをかけずに出来るものであれば、やはり迅

速の中で計画性を持って取り進めていくというのが１つの考え方かなと思っております。 

町道をすべからく調査をするよりも、現状況の中で恐らく指定管理の事業を行っている

清建工業さんはかなりおさえている部分はあると思います。極端な話、２７年の台風のと

きには恐らく７号、８号そして５線から８線にかけての倒木の被害、それと美里であれば、

中通りから２１号の倒木は結構あったのも事実ですから、そこらへんは必ずデータとして

押さえているんで、そこらへん２年越しってなりますけども、清里町における新しい公共

事業のある部分の中で計画を持った立案の中で、やはり早急な中で構築していただければ

と思いますので、改めて私の方からもその旨の要望なり意見として述べさせていただきま

す。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 前年度におきましても同様の樹木の対応についての御質問をいただいていたところです

が、緊急度に応じて必要なものは、その都度早急にやってまいりました。ただやっぱり全

体数はかなりあるということと、昨年の台風による街路樹等も倒れていますので、その辺

の街路樹の剪定等も今年実施している部分があるところです。この先ほど申しました、今

後に向けてその全町の部分の調査に関しましては、外注にして調べようとそういう考えは

持っておりません。やはり普段の道路パトロール、月２回行っている道路パトロールの中

で指定管理者がその辺の土地勘全てあると思います。その中で資料を作成して、それを活

用してまいりたいなというふうに考えております。 

 

○前中副委員長 

 よろしいです。 

 

○池下委員長 

 ２目道路新設改良費、７７ページ～７８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。２項都市計画費・１目公園費、７８ページから７９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○池下委員長 

 次に進みます。３項住宅費・１目住宅管理費、７９ページ～８０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。２目住宅建設費、８０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 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） 

○池下委員長 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費、８０ページ。伊藤委員 

 

○伊藤委員 

 消防費ということで、今回斜里地区消防組合ということで、ここで話すべきことなのか、

違うところなのかがよく解りませんが、消防の庁舎の関係でお伺いしたいと思っておりま

す。総務費の方の庁舎管理費だったのか解らないですが、今ある消防庁舎の方で大分老朽

化の方が進んでいると思っております。一時期、斜里郡３町の合併なのか、ちょっと言葉

が間違っているかもしれませんが、いろんな話がありながら最終的には単独ということで

斜里及び小清水は庁舎の方が新しくなっております。我が町の消防に関しては老朽化の方

が進んでいるかなと思っておりますが、この辺どのように考えているのか、まずお聞かせ

ください。 

 

○池下委員長 

 はい、消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 伊藤議員からの御質問にお答えいたします。ただいま言われたとおり小清水町、斜里町

については新しい庁舎が建っておりまして、我が分署につきましては役場と一緒、昭和４

７年建設のものとなっております。現在大型の消防車両等が増えておりますが、今のとこ

ろ、うちの町の方の消防車については更新を近年は行ってないわけですけれども、新たな

消防自動車等を購入となってくると現存の庁舎では対応できないところも出てきますけれ

ども、それに見合う形で消防車をどういうのにしなきゃいけないだとかというのが出て来

るかなと思います。 

また職員が１６名いて、若干事務室の方も狭いような状況ではあるんですけれども、当

直の関係で人が勤務の人数が限られておりますので、今のところはやりくりをしているよ

うな状況でありまして、消防庁舎の建設につきましては中では協議等行っているわけなん

ですけども、町の全体的な予算もございますので、今のところ計画は無いような状況であ

りますのでご理解いただきたいと思います。 
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○池下委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今分署長の方から答弁いただきましたが、何点か気になる点ございます。 

まずは老朽化の部分もそうなんですが、実質その消防車両ですか、消防車両の方が現段

階では更新の話ではないですが、聞くところによると逆に車庫が狭いがために元あるもの

を短くして切って車庫に対応する形で消防車の更新を考えたと。本来逆ですよね。町の防

災及び火災に対するもののために消防車の更新がある、そのための導入であるにも関わら

ず、車庫に合わせた形というのは、逆の考え方になってしまっているのではないかなとい

うふうに危惧しております。 

また場所の関係も、役場の庁舎と一緒にくっついているわけでございますけれども、果

たしてこの場所が、今後防災を考えていく上で、本当にここで良いのか、手狭な部分は無

いのか。また日々訓練されておられる職員・隊員の方々の訓練の場所等も今の場所のまま

で良いのか、何とかやりくりしている状況のように私は思っております。 

例えば前回委員会の中でもちょっと言わせてもらいましたが、シャワー室の関係とかも、

あることにはあるが実質使える状況ではないと。何か救急の事故・災害があった場合にそ

の場でいろいろな形で感染症の怖れ等々がある、大変命を張った職場だと思っております。

そういう方が家に帰る前には、やはり二次感染を防ぐためには絶対的な処理が必要である

とも思っております。それが使えない状況でもあると。そういうこととかも鑑みますと計

画ではないという話は聞きましたが、町民の生命財産を守る大事な部署でございます。そ

こが上手く機能していくためにも、その辺は大きな枠で消防車がどうこうだけではなく、

消防自体がどのようにあるべきなのか。どうやったら本当に１分１秒争う消防隊員が町民

の生命財産を守るために一番活躍できる環境を整えていくということが、私たちの町にと

っても必要ではないかと私は思っておりますがどうでしょうか。 

 

○池下委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 ただいま伊藤議員から言われた関係でございますけれども、平成５年消防車両導入の際、

実際車庫に入らないような状況で消防車両を短くしたというような過去の事実は実際にご

ざいました。 

今後やる場合につきましては、これから入れるとすれば１０トンの水槽車なり、そうい

うのも計画もしなければいけないところなんですけれども、消防署を新しくするしないは

別として、現存の庁舎を利用して、そのような大型を入れるとなると、若干前の方に伸び

ていますので、約２メーターぐらいはつけ足しができるような状況になりますので、今の

車庫を利用しながら、改修して更新という形がとれるのかなというふうに思っております。

また職員の感染防止にかかるシャワーですが、役場の方にシャワー室は過去使っていたや
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つがありまして、現在は使われてないような状況でありまして、現場のサイドでは、その

ような形でシャワー室の設置についても話しているような状況でありますので、町の全体

の予算を勘案しながら、今後も継続して内部の方で協議は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。 

 

○池下委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今予算の絡みの中で、今だったら例えば車庫に関しては２メーターまだつけ足しができ

る。ただやっぱり今後１０年後、２０年後、３０年後、４０年後、５０年後そこまで考え

ていくと、本当に果たして予算の関係があるからといってつけ足しだけで良いのか。その

場しのぎとは言いませんが、本当に未来を考えた上でより良い環境をつくっていくために

も、そこまでも含めた中で大きな視野の中で今後検討していただきたいとそのように思い

ます。 

 

○池下委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 ただいま議員から言われた関係でありますが、未来の話になってくれば町の方の人口も

減って、斜里地区全体の話になってくると思います。となってくると斜里地区消防組合本

部として通信指令を持ちながら各分署の方で他の自治体のお話をさせていただくと４名ぐ

らいの当直隊がいまして、例えばの話ですが、斜里本部から救急が出たよということにな

れば、そこから無線で出動いたしまして消防分署自体は鍵をかけてしまうという方法をと

っている自治体もございます。ですから消防本部の方で出動隊を全部無線で出されますの

で、そうなってくると費用はやっぱりかなりかかってしまうんですね。そういうのもござ

いますけれども、未来永劫で行けば十勝地区なんかはもう消防局という形で大きくやって

おりますので、その時点になった時に、もしかすると斜里地区消防組合でなくて、網走、

北見を入れた広域化の方の話が出てくるのかなと考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。以上で消防費を終わります。2時 35分まで休憩とします。 

休憩 午後 ２時２８分 

再開 午後 ２時３５分 

 

○池下委員長 

 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、８１ページ。河口委員。 
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○河口委員 

 コミュニティスクール導入事業費で５８万５千３６１円と入っているんですが、実際こ

の第１回目だけの会合はされていると聞いたんですけども、これはどういうところまで進

まれているのかお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 清里町学校運営協議会でございます。２８年度につきましては準備ということで推進委

員さんにお願いいたしまして、学習会を開催し準備を進めてまいりました。２９年につき

ましては第１回目の学校運営協議会開催を済ませているところでございます。委員の委嘱

それから事務局体制、それから部会の説明、そして各学校の運営の基本方針。これの説明

と承認などを行い、まずは立ち上げるということで１回目を終了しているところでござい

ます。以上です。 

 

 

○池下委員長 

 ２目教育諸費、８１ページ～８３ページ。はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 特色ある学校づくり推進事業についてお尋ねいたします。恐らくこの事業、平成２３年

度の実施がスタートの年かなと思っております。当時、学校の中では自由裁量で授業を持

とうとしてもなかなか手立てが出来ないという要望の中で、２３年度にこの事業推進とい

うか立案されまして進んできた経過があって、学校の中ではかなり言葉はちょっときつい

ですけど使い勝手が良い施策ということで大変評価が高かったようです。 

ただこの中で、若干未執行額が徐々に徐々に出ているのかなというか、学校間のばらつ

きが出ているのかなと思っております。小学校の閉校に伴う数あるいは中学校における対

応がまたいろんな要望の中で変わってきているかなと思っていますけども、この中で今回

１１０万９千何がしの決算になっているんですけども、具体的に学校間の中でどのような

事業を展開させたのかを説明願えればと思います。 

 

○池下委員長 

 はい、生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 特色ある学校づくり推進事業交付金でございます。事業につきましては各学校それから

学校の枠を超え連携をした形での事業展開を行っております。２８年度の実績につきまし

ては清里小学校につきましては体力向上のための事業、また清里小学校と清里中学校につ
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きましては先進校の先生の視察ということで、秋田県の学校に先進地視察に行っていると

ころでございます。また光岳小学校におきましてはＰＴＡを対象とした教育講演会。それ

から中学校を中心といたしまして音楽活動事業、吹奏楽部や小学校の金管バンド。この技

術向上のためのセミナーを開催しているところでございます。また中学校におきましては、

英語技能検定料の補助、それから芸術公演会、美術鑑賞事業等を行っております。また各

学校連携した事業といたしましては、夏休みと冬休みの学習サポート教室にかかる講師の

交通費やテキスト代という形で活用されているところでございます。 

 

○前中副委員長 

成果の中にも説明あるんですけど、中学校だけ聞きたいんですけども英語力増進の中で

英検にどのぐらいの受験があったのかというのが聞きたかった部分なんです。学校間の特

徴があるという事業があって、これに対してやはりどうしても行政というのは厳しいじゃ

ないですけど成果も必要だと。経済的支援もたしかに重要ですけれども、やはり子どもた

ちの学力向上のための施策という部分で、この特色ある学校づくり交付金の中で英語力の

推進事業、中学校に限ってですけどもありますし、あるいは光岳小学校で恐らく教育講演

会が実施されたときに、これは光岳小学校でなくて清里小学校に通われている保護者さん

も受講したって話も聞いているんですけども、今の２点なんですけど。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 英語の検定でございますが、申し訳ございません、ちょっと手持ちの資料がございませ

ん。申しわけございません。また光岳小学校の後援会これにつきましては他の学校のＰＴ

Ａ等にも声をかけているということは聞いているところでございます。以上です。 

 

○前中副委員長 

 今、中学校において英検に対しての数字を把握していないという指摘をするのと、光岳

小学校においても同じように学力向上という意味で漢検をなんとかしたいという形で特色

ある学校づくり交付金なんかでも対応した経過があるんですけども、そういった学校間の

個性を生かすという部分では、本当にそういった部分の試験をするしないじゃなくて、そ

ういう形があったんですけども、今後において小学校の閉校がなるわけなんですけども、

いろんな部分で子どもたちの学力向上と合わせて体力向上におけるそういう体制づくり、

指導者の問題もあるでしょう。そういう部分をこの特色ある交付金の制度の中に、今後の

中で施策も反映していければ本当に良いのかなと思いますんで、もう少しそこら辺の方、

学校間の中であるいはＰＴＡと一緒に協議しながら進んでいただきたいなと思います。 

それと合わせて、やはり町内にＰＴＡ連合会があるんですけども、そこもかなり脆弱な

予算の中で恐らくいろんな企画と言うか、ＰＴＡ活動がなされているわけなんですけども、

そこら辺も今後の中で考慮していく。やはりそこを基軸として考えていただきたいと思い

ますんで、その辺よろしくお願いいたします。 
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○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 特色ある学校づくり推進事業交付金の中で今御指摘もございました。学力、それから体

力向上、この部分についても一部学校で取り組んでいる実状がございます。しかし、これ

が各学校間の連携などされていないというのも事実でございます。 

今後各学校から一度課題等をお伺いした上でその解決のために、この事業がどのように

活用できるのか。校長先生を通じて話し合いをしてまいりたいと思います。またＰＴＡ連

合会につきましては町で一部補助をしているところでございます。子育てを考える集いな

どの社会教育事業とも連携しているところでございますので、研修のあり方等について、

今後も引き続き支援をしてまいりたいと考えます。以上です。 

 

○池下委員長 

 ２項小学校費・１目学校管理費、２目教育振興費、８３ページ～８６ページ。一括審査

でお願いします。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。３項中学校費・１目学校管理費、２目教育振興費、８６ページ～８７ペ

ージ。一括で審査願います。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ８７ページ、クラブ活動等支援事業費に関連した形で質問させていただきます。ここ近

年、保護者の方、また通われている生徒の方々からの意見なんですが、部活動に対する要

望等がかなり私の耳に入ってきている状況です。多分町の方にも入ってきていると思いま

すが、何を言いたいのかと言いますと、最近実情にあってない状況の部活動の流れがある

のでないかなと思っております。 

今社会問題にもなっておりますが、部活動誰がどうしていくんだ。それを解消するため

にコミュニティスクールなりなんなりが検討されてくと思いますが、やっぱり学校の教師

の方々に部活動に関してはお願いせざるを得ないという状況の中で学校を管理していく校

長先生と言いますか、学校側といたしましては余り部活動の数は増やしたくない状況にな

っております。そのへんの考え方も解らなくはないのですが、問題は現段階で休部になっ

ている部活動等もあるという話も聞こえてきております。その中で先生方を振り分けして

いるとは思いますが、部活動の種目ですか、種目の変更等はかなり学校側としてはやりた

がらない部分が出てきていて、通われている生徒たちの意見と言いますか、単純に個人的

な意見ですと、それはどうかな、いかがなものかなと思うときはございます。ただ、今後

の清里町の現状を見る限りなかなか人口が増えていかない、減少傾向にある中では団体競

技ももちろん大事なことは解っておりますが、個人競技の方が増えていくのも自然の摂理

かなというふうに私は思っております。個人ですと取りかかれるもの、団体だと取りかか
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れないものでも個人だと取りかかれる。そういう部分ではわが町の今後のことを考えてい

くと、ひとつの固有名詞は出しませんが清里高校の方ではその部活があると。ただ中学校

にはないと。それは今後の清里町を鑑みていくとかなり有益ではないかなと思っておりま

す。やりたい子もかなりたくさんいるそうです。 

ただ学校側としては、部活動は増やせない。休部の部活があるにも関わらず、いろいろ

な理由をつけてそこに変更をかけようという気もない。学校の校長先生はいつか代わって

いく。そのときには申し送り事項としてこの場で言って良いかどうか解りませんが、書面

には落としていませんが絶対新たな部活はつくらないようにというような申し送りもある

とかないとか聞いております。 

そういうような流れの中で、今後町として中学校の部活動に対するあり方をどのように

考えているのかお聞かせ願います。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいま御質問がございました、中学校の部活動に対する考え方でございます。御承知

のとおり、近年マスコミにおいて学校の先生方の多忙化、そして部活動があくまでもボラ

ンティアで行われているということは御承知のことと思います。清里中学校につきまして

は野球部、陸上部、バスケ部、吹奏楽部、美術部、バレー部ということで、現在動いてい

るのかなというふうに私の方で把握をしているところでございます。また清里中学校の校

長先生、教頭先生を除いた先生の数でございますが、１１名となっております。部活動の

運営につきましては基本的には２名体制の顧問、副顧問という体制で行っているところで

ございます。このような中、物理的な話をいたしますと、さらに部を増やしていくのは難

しいのかなという見解が１つございます。 

また近年、生徒数が減っていることから部活動を増やすことによって一つ一つの人数も

減っていく、分散していく。そのような中、部活動自体がなかなか立ち行かなくなってい

く。そのような懸念も学校の内部であるというふうに伺っております。 

今後につきましてでございますが、保護者の方からも教育委員会にお話が過去に来てい

る事例もございます。この部分について学校でやりくりが可能なのかどうかというのは、

再度学校に投げかけてみることは可能かなというふうに考えております。ただしいずれに

いたしましても、あの部活動を現在進んでいる部活動で先生方、顧問一杯一杯になってい

るところでございますので、なかなか簡単には進まないのかなというふうに考えておりま

す。また水泳など個人で種目を行っている方につきましても、大会に出られるような配慮

をしているところでございますので、そのようなことも並行して進めながら対応してまい

りたいと考えております。以上です。 

 

○池下委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 今課長の方から御答弁いただきましたけども、なかなか難しい部分。私も質問をしなが

ら推察しているところでございます。ただひとつ思っておりますが、先ほどもちょっと出

ていましたし、課長の方からも出ていましたが、社会的な問題となっている部分がありま

して、それを解消していくためにコミュニティスクールは一見有益かなという部分もあり

ます。ただコミュニティスクールとかで地域の方々にお願いしますとかそういうことがあ

りますと、確かに一見良いんですが、実は時間の問題とか出てくるんですよね。要は部活

動であるのであれば、例えば５時とか６時とか夕方までに部活動が終わるということは、

学生は自分で帰宅できる。ただそれがコミュニティスクール等々で今後どうなってくかは

解りませんが、外部委託をしていく場合には、どうしても外部委託を受ける側の方の仕事

の都合上もありますので、どうしても夜間と言いますか、夜になっていくのが主になって

いくと思っております。そうなると夜だと自分で、例えば７時から９時ですとかになりま

すと生徒たちは自分で行ったり来たりがなかなか難しい。そこに今度保護者の協力が必要

になってくる。でも保護者はそこに協力ができない、何かしらの理由でできないというこ

とで結局諦める。やりたい部活があって部活ではないけれども、地域の方々に協力を願っ

て、今後行われていくであろう事業と言いますか、部活動ではないですけど、そういうこ

とが結局やりたいんだけども、その時間の関係上でどうしても出来なくなってしまうそれ

が例えば１人２人ならまだしも、これが５人、６人、１０人と、時間のことが解決できる

のであれば私その競技をやってみたい。ここ２、３年結構多いんですよね。だけど、どう

しても時間の問題なんです。そこの部分までも含めた上で、本当に今後の清里の中学生に

とっても、より良いような形を協議検討していただいて、完ぺきはないかもしれませんが、

本当に検討していただきたいと。 

もう１点つけ加えさせていただくのであれば、外部の方で受けていただいている団体で

すとかもかなり協力的にやってはくれていますけども、そこに対する負担って相当かかっ

ていると僕は思っております。スペースは決まっているものですから、そこで自分たちが

競技するはずだったものを子どもたちの指導のためにその場所を明け渡すではないですけ

ども、そういう状況も起きていますし、本当に真剣に考えていただきたいと。よろしくお

願いいたします。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいまお話がございました、まず１点目でございますが、体制でございます。夜の活

動となりますと、これは学校活動とは切り離して考えなければならないというふうに考え

ております。大人の団体、スポーツの協会がございますので、そちらで活動をしていただ

いている現状もございます。それと先ほど申しました部活動でなくても活動しているとい

うのは、例えば中体連等の大会には参加出来るようにしているということでございます。 

外部団体に対する負担というのもございます。もしコミュニティスクール等々を活用し

地域の方となりますと、どうしても各スポーツ団体、協会の方に頼らざるを得ない状況が
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ございます。今後具体的にこのことについては検討しておりませんが、外部の団体の方が

どのような負担を強いられているのか、その辺につきましても、少し聞き取りなどを行い

ながら少しでも子どもたちが取り組みやすい体制と大人の外部の団体の皆さんが自分たち

の活動もやっていけるような体制をサポートできるよう、話し合いを少し進めてまいりた

いというふうに考えております。以上です。 

 

○池下委員長 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費、８７ページ～８８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。２目生涯教育費、８８ページから９０ページ。前中委員 

 

○前中副委員長 

 芸術文化活動推進事業費の中における各種大会と参加費補助事業という名目で１０５万

あるんですけど、なおかつ細目の中で一般と少年大会参加費補助が出ているわけなんです

けども、この大会名と参加人数等をお知らせください。 

 

 

○池下委員長 

 はい、生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいま御質問がございました補助の内容でございます。平成２８年度におきましては

各種大会、少年にかかわる部分でございますが、北海道小学生陸上競技大会また全国ジュ

ニアオリンピックカップ水泳競技会、ジュニアスキー技術選手権、スポーツハウスカップ

ジュニアアルペン等、北海道スポーツ少年団剣道交流大会等の各種大会でございます。 

一般に対します補助でございますが、国体軟式野球競技北海道予選会また全日本パーク

ゴルフ選手権大会、ねんりんピックなどの競技に補助しているところでございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 芸術文化というよりスポーツという捉え方で良いですか。 

 

○池下委員長 

 はい、生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 文化、スポーツ、両方でございます。ただ２８年度におきましてはスポーツのみが該当
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となっていたということでございます。 

 

○前中副委員長 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 ３目生涯学習総合センター費、９０ページ～９１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。４目図書館費、９１ページ～９２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。５項保健体育費・１目保健体育総務費、９２ページ～９４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 ２目トレーニングセンター費、９４ページ～９５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○池下委員長 

 ３目町民プール費、９５ページから９６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 ４目スキー場管理費、９６ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 平成２８年度に圧雪車の更新がされまして、スキー場のゲレンデ環境も随分よくなりま

した。評判も良いと聞いております。そのおかげで入場者も随分増えましたし、スノーボ

ード用のスノーパークの併設ということでも随分お客さんが増えているというふうに聞い

ております。 

今後さらに快適なスキー場を考えるということにあたって要望が何点か寄せられていま

すが、出来ればスキー場でお昼を食べたい。夕方に食事をとりたいというような声があが

っているんですが、出来ることならば、緑の湯を活用するですとか、緑マートさんにお弁

当を置いてもらう、緑の湯にお弁当を置いてもらう、あるいは自動販売機ですか、高速の

パーキングエリアにあるような簡易的なカップラーメン、おにぎりなどが食べられるよう

な自動販売機ですとか、いろいろな方法が考えられると思うんですけども、緑スキー場の

より快適な利用方法ということで、検討に値すると思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいま御質問のございました、緑スキー場の今後の環境整備についてでございます。

今お話もございましたとおり、圧雪車の更新により緑スキー場の利用客につきましては、

増えている現状にございます。その中、過去におきましては地元の食堂が出前をしていた

だけるというサービスもございました。しかしながら、現在緑地域で温かい食事を提供し

ていただけるところがございません。そのようなことから現在食事等の提供はできないと

いうことになっております。 

今委員からも緑マートさんで弁当の取り扱いというお話もございました。それにつきま

しては検討の余地はあるのかなというふうに考えております。ただ今後緑スキー場につき

ましては平成３０年、３１年、３２年とまだまだ電気制御設備ですとか受電設備また休憩

をしていただく小屋につきましても相当老朽化をしておりまして、その辺についても今後

経費がかかってまいるというふうに考えております。まずはその辺の基盤をきっちり整備

した中から、ただいま御質問のございました部分につきましてもできる範囲で検討をして

まいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○堀川委員 

 検討よろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 ５目学校給食センター費、９６ページ～９７ページ。 

全体を通して質問漏れはありませんか。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。ほかに質問漏れありませんか。はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 スポーツ団体支援事業費っていうことでスポーツ少年団協議会が本町にあるわけなんで

すけども、先ほど伊藤委員からも度々課外活動における体力向上の意味で少年団活動ある

いは中学校における部活動の話で外部指導が不足しているだとかいろんな話がございまし

た。今現状の中で、このスポーツ少年団協議会の加盟団体というのは何団体、そして従来

からどのぐらい減っているのか。もし数字的に解ればちょっと説明願います。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいま御質問のございました、清里町におけるスポーツ少年団でございます。現在７

団体の登録している人数は１３０名となってございます。 
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○池下委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中副委員長 

 スポーツ少年協議会主催の事業展開で子どもたちを一同に集めて、１１月にいろんな体

力のゲーム感覚の競技だとか開催をやっているのは自分も経験があるんですけども、今も

同じような形では開催されているとは思うんですけども、なかなかそこにおいて指導者の

問題どうするんだと、あるいは練習環境の問題が出ているところがあります。 

具体的な例を述べると小学校になるんですけど、バレー少年団、清里小学校と光岳小学

校の児童たちが合同での少年団活動で体育館の利用が清里小学校では利用できないんです

ね。今現状においては、光岳小学校の体育館利用ということで学校の校長先生から話あっ

たんですけど、そうなると一週間の中で限られた日数しか学習の方もありますから毎日と

いうわけにはいきませんけども、週何回かの練習に清里の父兄は光岳まで送ったり、その

逆のパターンもあると聞いているんですけども、これから今後閉校に向けた中で１つの問

題点だと思っています。 

その中にいろんな関係がありますけれども、体力向上の中で続ける部分で中学校、そし

て清里高校においては現状ではバレー部はありますけど、休部状態ということは聞いてお

ります。以前はあったんですけども、そこら辺を踏まえた中でバレーに限らずスキーも以

前はありましたし、あるいはスケートも現状では少年団活動ができなくなってきたところ

もありますから、競技は見直しながら少年団活動をもう一度盛り上げるような施策を次年

度あるいは今年２８年度の反省を踏まえた中で検討していただければなと。あるいは陸上

の方ではまたコーチなり、それをみる部分で大変タイトになって大変だという話も現実あ

ると。そういった部分でどういう形があるか、改めてやっていかないと大変なのかな。そ

ういった意味でも熟慮していただきたいと思いますので、バレーと少年団の話しをしまし

たけども、あわせてその辺の方向づけをちょっとお聞かせ願いたい。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいまの少年団の今後の育成についての御質問であるかと思います。確かに少年団、

人数も減ってまいりました。そのような中、教育委員会といたしましては、その指導をす

る方々が講習会に出るための補助というのも行っているところでございます。ただ指導の

機会に日程を合わせて参加いただける状況がないという中で、指導者の育成にも苦慮して

いるところでございます。 

また逆に新たにスポーツを行いたい。例えばサッカーなどにつきましては地域からその

ような声も上がり活動が少しずつ動いてきているところでございます。そのような新しい

動きにつきましては少年団とも今後協議をしていきながら、サポートの要望等が出てきた

場合には、対応を考えていきたいというふうに考えております。 

また最初にお話ございました光岳小学校のバレーでございます。これにつきましては現
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在光岳小学校を中心に活動されている。しかしながら閉校が決まっており基本的には閉校

後そこで恒常的に活動はできないというふうに考えております。これにつきましては今後

清里小学校を活用するという議論はまだしてはいないところではございますが、清里小学

校の活用もしくはトレーニングセンター等清里地域で対応をできるように閉校までに検討

をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 ほかに全体を通して。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 １点だけお願いしたいと思います。８５ページの小学校費の臨時教職員配置事業費に関

連することなんですけど、再来年光岳小学校が統合するということで、来年度の児童数を

含めて教頭先生を受けないような状況になっているみたいなんですよね。聞くところによ

りますと。それで来年は統廃合の準備等とかそういうものもある中で、教員が不足すると

いう中で校長先生からも話を聞きましたけど、教頭先生の関係は管内の部分でも不足気味

でおそらく加配という形の部分は無理だろうと。そういう中で町としてはその教員の不足

する部分に対して臨時職員の手立てとか、そういうものを考えているのかどうか、お聞か

せ願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいまの光岳小学校の教職員の人事に関する件でございます。光岳小学校につきまし

ても閉校が決まっております。今後は閉校におきまして本年度も既に町単費で事務職員に

つきましては配置をさせていただいているところでございます。また教職員につきまして

も、閉校加配ということで要望をあげているところでございます。 

この閉校加配につきましても、さらにこれが教頭先生ということで要望しているところ

でございます。児童の指導のみならず閉校に関して何かと業務も増えて参りますので何と

かこの教頭先生でこの加配を配置していただけるよう道教委にお願いをしているところで

ございます。以上です。 

 

○勝又委員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

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） 

休憩 午後 ３時２０分 

再開 午後 ３時２３分 
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○池下委員長 

会議を再開いたします。１０款公債費・１項公債費・１目元金・２目利子、９８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） 

○池下委員長 

 次に進みます。１１款予備費・１項予備費・１目予備費、９８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 １２款災害復旧費・１項災害復旧費・１目８．１７災害復旧事業費・３目H27.１０．８

災害復旧事業費、９８ページ～９９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

質問漏れはありませんか。無いようですので、ここで説明員交代のため暫時休憩いたし

ます。 

（説明員交代） 

休憩 午後 ３時２７分 

再開 午後 ３時３０分 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き、一般会計歳入の審査に入りたいと思います。１款町税、１０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 ２款地方譲与税、１０ページ～１１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 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、１１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） 

 

○池下委員長 

 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、１１ページ。

一括で審査願います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 ９款地方交付税、１１ページ～１２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 １０款交通安全対策特別交付金、１２ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 １１款分担金及び負担金、１２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 １２款使用料及び手数料、１２ページ～１４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 １３款国庫支出金、１４ページ～１７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 １４款道支出金、１７～２０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 １５款財産収入、２０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 １６款繰入金・１７款繰越金、２０ページ～２１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） 

 

○池下委員長 

 １８款諸収入、２１ページ～２２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

１９款町債、２２ページ～２３ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 ２０款寄附金、２３ページ～２４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 「実質収支に関する調書」、１００ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 財産に関する調書（公有財産、物品、基金）１０１ページから１０６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 基金の運用状況、１０７ページから１０８ページ。 

 

○池下委員長 はい、前中委員。 
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○前中副委員長 

 財産管理の部分でもちょっと質疑を出したんですけど、この清里町奨学資金貸付基金運

用状況の基金調べがあるんですけども、資金運用の中で厳しくなっていて、当初の基金総

額から６千５００万、ちょっと近々の数字はわかりませんけども、かなり積立金を継続し

て積んでいるかなと思っています。その中で清里高校の存続の部分で、いろんな角度な部

分からの施策をうってきた中で、ある部分奨学金という中で、基金運用がかなり厳しくな

っているのかなと思っておりますけども、そういった中で基金の積み増しという部分、今

後において、どのような方向で考えておられるのかだけを説明願えればと思います。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいま御質問のございました奨学資金貸付基金の運用でございます。これにつきまし

ては入学資金貸付が平成２４年からの新たに行っている事業かと思います。これにつきま

しては貸し付けた後１０年間で償還をしなきゃならないということで、まだ貸し出して年

数が経ってないことから、余り多くの償還に至っていない状況もございます。清里高校の

総合対策支援も含めた中でございますが、今後ともこの事業は継続し、そして要望のある

部分に関しましては、貸し付けをしていけるよう資金の積み立てを考えてまいりたいとい

うふうに考えております。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中副委員長 

 支援対策として継続して基金運用を活用していく。そして入学資金貸し付けという形で

まだ償還金が戻ってきていないがゆえに決算年度途中で１千万の基金総額積み増しをした

中でも、現状では現在高９７万の△計上という形になっているわけなんですけども、そこ

らへん方向性としては今後も継続していくという理解で今の答弁だと承りたいと思うんで

すけども、そこらへん今後の清里高校の児童数の推移、どうなるか解りませんから、今こ

こで結論は出せませんけども、そこの方向性だけの確認はさせていただきました。そうい

った意味で今後とも次年度においても同じような基金の積み増しがあるかもしれないとい

うことで理解してよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 この基金につきましては実績としてこれだけ活用されているという状況もございますの

で、今後ともこの貸し付けにつきましては行ってまいりたいというふうに考えております。
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以上でございます。 

 

○前中副委員長 

 もう１点だけ短く質問しますけども、貸付に対するある程度の資格なり条件とかは、今

後検討するものがあるのかどうか。そこはまだ今後の協議ということでよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 これにつきましては清里高校の総合支援対策事業の検証、そして今後に向けての見直し

等もございますので、その中で検討をしてまいりたいというふうに考えております。以上

でございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他ありませんか。 

全体を通して質問漏れはありませんか。勝又委員。 

 

 

○勝又委員 

 収入の未済額なんですけど、７８９万町税の部分ですか。固定資産税と町民税というこ

とです。昨年から比べると１２３万収入未済額で増となっている。この決算額については

６４万２千円の減ということで、両方合わせても約１千万というような部分なんですけど、

収納進める部分で職員も嫌な仕事をしている部分かなと思っているんですけど、原則税の

公平という部分を含めて、きちっと収納していただけるような形の努力というのはしてい

ただきたいなとそのように感じる次第ですけど、見通しとしてきちんと納めていただける

ような部分なのか、それも含めてお聞きしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今お話にありました税の未収額の関係でございますが、我々の担当職員の方といたしま

しては日々折衝に当たりながら、未納者のところを回りながら、徴収等もすすめていると

ころでございます。その中で実際景気の部分でいろんな方がいらっしゃいますんで、急に

所得が落ちた事業主の方ですとか、いろんな方がいらっしゃいます。そういった中でも折

衝を進めながらやっているところなんですが、なかなか進まない方も中にはいらっしゃる

といった事実は確かにございます。それでも折衝を進めているところでございます。場合

によっては預金の差し押さえ等もしながら、なるべくいれていただくようにいうことで、

日々進めておりますが、実際にはこういう形の中で、現実として残ってきてしまっている
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という状況でございます。ただこれからもそういった形の中で粘り強く折衝を続けながら

やっていきたいというところでございます。 

 

○池下委員長 

無いようですので、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。 

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） 

休憩 午後 ３時３７分 

再開 午後 ３時３９分 

 

○池下委員長 

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、１２ページ～１５ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。歳入、８ページから１０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、１６ページ～１７ページ。一括で審査願い

ます。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。国民健康保険事業特別会計、歳出、３２ページから３７ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 次に進みます。歳入、２６ページ～２９ページ。 

  

○池下委員長 

 次に進みます。実質収支に関する調書、財産に関する調書、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） 

○池下委員長 

 次に進みます。後期高齢者医療特別会計、歳出、４８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 歳入、４９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 実質収支に関する調書、４９ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○池下委員長 

 簡易水道事業特別会計、歳出、５８ページから６０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 歳入、５６ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、６１ページから６２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） 

○池下委員長 

 農業集落排水事業特別会計、歳出、７０ページから７１ページ。 

 

○池下委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点だけお伺いします。どこに含まれるのかがちょっと解らないんですけど、

札弦の堆肥化施設の関係というのは、恐らくまだ稼働している状況かと思うんですが、こ

この会計のことですか。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 施設管理費の中に、経費が含まれております。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 施設管理事業費に含まれていると。どのぐらいのものが管理事業費で含まさっているの

か。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 施設管理事業費の中に含まれておりますが、クリーンセンターに係る経費といたしまし

ては、管理そのものに関しましては処理施設、清里、札弦の下水処理施設と合わせた形で
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管理委託をしております。その中に含まれておりますし、それ以外の部分でいきますと主

だったものは電気料が需用費の中で含まれております。 

 

○勝又委員 

 どのぐらいの金額なんですか。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 年間でいきますと、電気料それと管理委託含まれている部分で、３５０万ほどになって

おります。この部分の正確な数字から申し上げられないのは電気料なんですが、札弦の処

理場とメーター１つで課金されております。ですから札弦処理場が出来てクリーンセンタ

ーができる前までの料金と今現在の料金との差額の中で、想定するしかないんですが、そ

の部分で含めますと３００万ほどクリーンセンターだけで電気料がかかっていて、それ以

外の管理委託は約５０万ほどで約３５０万が、毎年かかっている経費というふうに押さえ

ております。 

 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今、３５０万ぐらいの管理費、電気料の部分はちょっと区分けできないと。恐らくこれ、

前はコンポストをつくっていたんですけど、ここ４～５年は製造も種菌に回すような部分

があって、実際に製品として出るような部分がないとも伺っておりました。この管理の部

分について、どこに委託をされているんですか。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 管理の方は下水処理場と含めて、カネハチ樫村設備工業のほうで管理しています。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 相当何年も建つ施設だと思います。僕が議員になる前からある施設だと思いますけど。

実際堆肥化する考え方は良かったんじゃないかなって思うけど、実際に稼働するかって言



89 

ったら、そういうふうになっていかなかったって現状を踏まえた時に、過去に僕も質問し

たんじゃないかなと思いますけど、もう少し堆肥化であればきちっと堆肥化して利用でき

るような形の使い方を、農協だとかそういうところと協議した形で出来ないのかな。これ

毎年３５０万ぐらいの委託料の中で、実際には、お金をかけて処理はできていますよとい

う部分で、最初に謳ったような形でのコンポストは、実際に出来ていないわけで、工場の

中もペレット状にする機械ですか。そういうような部分が大半を占めて、堆肥の促進をす

るような部分は実に原始的な方法でやっている部分を含めて、もう少し農協だとかそうい

うところとタイアップすれば、有効利用できるような形のものって見えてくるような気が

するんですが、これはどう考えておりますか。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 クリーンセンターの建設に関しましては、札弦地区の下水処理場を下水処理事業が平成

９年からスタートしました。続いて、平成１０年に新たにこのクリーンセンターというか、

堆肥化施設を残事業費の中で取り入れて建設した経緯がございます。 

その当時の考え方といたしましては、今後下水処理が進んで、許容率が増えればどんど

ん汚泥も増えていくと。そういう考えで国の方といたしましても下水の汚泥に関しては、

単に処分するのではなく、堆肥化するのが望ましいという指導のもとこれが建設されたわ

けです。現実的に平成１４年に設備ができました。１５年から稼働しまして、今年で約１

５年経過いたしました。ここで変わってきたのは１５年経過ってことで、社会情勢も変化

している。現実的に人口が減る中で汚泥量は増えないというのが現実としてなっています。

しかしながら、建設している施設は存在するわけで、それで何とか１５年やってきており

ますが、機械の耐用年数といたしましては、おおむね１５年と言われています。この分に

関しましては日常の点検また修繕も余り大きな経費はかけないでやってきてまいりました。 

今後のことを考えますと、このやり方というのが、今後長年続けていくかはかどうかは、

やっぱり問題であってその分の検討は続けております。将来におきましては処理方法に関

してもっと簡易な方法で経費をかけないような方向に持っていくべきと考えております。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 対応年数が１５年ということで、大きな経費をかけないって、動いてないからきっと壊

れないと。そんなものも含めて、あそこのペレットつくる機械、それらが堆肥化を違う形

で進めるときに必要かどうかは別の問題としましても、少しそういう考え方を変えなくち

ゃいけない部分にきているんじゃないかなと思うんですよね。恐らくあれだけの施設があ

れば、農協単位でいろんな形で稼働するとなると、そこそこの堆肥施設が出来るんじゃな

いかなと思いますんで、そういうものも加味しながら検討としていただきたいなと思う次
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第でございます。 

 

○池下委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 今後の活用に関し、結論をだすのはお時間が必要かと思います。ただ同じようにさらに

設備投資を加えて、あの施設を維持するっていうのは、やっぱり合理的ではないという考

えを持っていますので、先ほど話しましたとおりもっと簡易な方法で、やれる方法を探っ

ていきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 次に進みます。歳入、６８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、７２ページから７３ページ。一括で審査願

います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 焼酎事業特別会計、歳出、８２ページから８４ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 歳入、８０ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○池下委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、８５ページから８６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） 

○池下委員長 

 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） 

○池下委員長 

 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。 

 

○池下委員長 

 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） 

 

○池下委員長 
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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１４日を休会とし、

１５日の午後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。 

 

（休会 午後 3時５５分） 
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〇池下委員長 

 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。 

 

○池下委員長 

村島委員。 

 

○村島委員 

 総括ということで２点ほどお尋ねしたいと思います。冒頭申し上げておきますが財政の

件につきましては、９月の１２日に監査委員審査意見書も報告がありましたが、私の方か

ら改めて伺いたいと思います。 

町として一番重要な財源である地方交付税並びに補助金など減少する厳しい財政状況下

にあると考えておりますが、ここ１０年どのように変化されているのか年度別に伺いたい

と思います。 

 

○池下委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま御質問をいただきました、財政の運営状況でございます。 

今回の決算意見書の中にもありましたように、財政状況を判断する指標といたしまして

は一般的に財政力指数、経済経常収支比率、公債費比率、また起債制限比率。そして近年

は、財政の健全化に関する比率とこうした比率の中で、財政の健全化に向けた数値が表さ

れてきているという状況にあるわけであります。そうした中において最も重要な歳入財源

となります地方交付税の推移等の関係でありますが、平成２２年時点では交付税額で２４

億９００万でありました。それが１番のピークは、平成２５年に２６億３千６００万。そ

れから年々下降いたしまして、平成２９年では２３億２千６００万ということに相なって

おります。昨年からの比率から見ても１億２千万弱減少してきているというようなことも

ありますし、ピーク時から見ると３億から４億減少してきているというような状況に相成

っているわけでありまして、極めて厳しい状況になってきているというふうに判断をいた

しております。 

ただし、財政力指数はもともと一般の市町村においては基準財政収入額と需要額のバラ

ンスで１を超えると交付税の不交付団体ですので、それはほとんど大きなところしかあり

ませんが、わが町においては０．１７程度が財政力指数ということでありますので、当分

の間は交付税に頼らなければ財政運営ができないというような状況になっている中での交

付税の減額ということで、非常に厳しい状況になっていかなければならないかなというふ

うに思っているわけであります。また一般的な財源の見通しの中で、経常収支比率という

のがありますが、これは通常的な経費臨時経費を除いて、義務的経費がその中に全体の予
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算に何割占めるかという比率でありまして、これでいけば清里町は大体７５％、現在この

報告にもありましたように７５％でありますから、財政構造の弾力性としては概ね維持で

きているというふうに理解をしている次第でもあります。以上申し上げ答弁とさせていた

だきます。 

 

○池下委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 今答弁の中にもございましたけれども、年々減少して厳しい状況であることは私も認識

しております。少ない財源の中でいかに総合計画に基づき、まち・ひと・しごと創生総合

戦略に沿ったまちづくりを、今後どのように考えておられるのか。ちょっとお聞かせ願い

たいと思います。 

 

○池下委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今後における財政運営と事業の執行の関係でございます。清里町は、現在第５次総合計

画後期５ヵ年計画、そしてまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく各種事業を展開させ

ていただいているわけであります。そうした中においても、今までもさまざまな事業展開

をしてきたところでございますが、全体の財政状況の中で実は基金も借金と言われる地方

債もそれぞれ保有しながら、全体バランスを図ってきているわけでありますが、今現在に

おける基金についても４８億まで積み上がりました。それから一方、地方債は一時１００

億を超えたこともあるんですが、今現在では大体６８億台まで減少してきているというよ

うなことでありますし、また地方債においては財政措置が伴う俗に言う過疎債だとかそれ

以外の財政措置がある起債を中心に借りてきておりますから、実質的な町単独での手出し

といいますか、その部分からいけば実質の部分の本来でいう借金というのは約２０億弱に

なるんだろうなというふうにも思っておりますので、基金全体の中では十分に償還が賄え

る財力を持っているというふうに判断している次第でもございます。以上であります。 

 

○池下委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 今後につきましては、今、仕事の内容もお聞きしましたけども新規事業、継続事業たく

さんございます。今後については町民に喜ばれる諸問題、課題解決のために向けて残り町

長もう１年半無いですけれども、全力で邁進されることをご期待する次第であります。何

かありましたら。 
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○池下委員長 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 財政運営とまちづくりの関係であります。御指摘をいただきましたように、地方交付税

が年々減少の方向性というのは明らかではないかというふうに思っているところでありま

す。そうした中で財政需要としては、高度成長期に建設をした橋梁や道路各種の公共施設

が老朽化の時期に入ってきておりますので、それらに伴う長寿命化の改修、さらには新た

な整備などが控えているという実情にもあります。こうした施設関係については、公共施

設の長寿命化計画、配置計画を策定して順次進めておりますので、適正な整備と各種事務

事業の選択と集中、さらには人件費を初めとする経常経費の削減に努めながら健全財政の

堅持をしてまいる、そうした所存でありますので、ご理解を賜りたいというふうに思いま

す。 

 

○池下委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 それでは、次に町融資の関係でありまして、これは運転資金として中小企業向けの融資

制度というものがあるわけでありますが、各種融資制度には短期・長期運転資金さらに設

備資金などがありますが、清里町の資金運用状況は、どのようになっておられるのか。そ

の範囲以内でお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま御質問の中小企業の融資制度の関係での各資金ごとの状況であります。 

清里町における中小企業融資制度というのは、町内の中小企業者の経済的地位と事業運

営の基盤をなす金融の円滑化を図るために昭和３５年にこの制度設立をいたしたわけであ

ります。それ以降今日まで見直し、改定を含めながら進めてきたという状況下にあります。 

今の運用の状況でありますが、平成２８年度における運転資金といたしましては１４社

４６件に対して行っております。また設備については８社、９件の事業に対して実施をい

たしたところでございます。運転資金に対する利子補助、それからまた設備資金に対する

利子補助合わせて３９４万円の利子補助をさせていただいておりますし、また保証料の関

係についても、保証料は全額補助ということで進めさせていただいている次第でもござい

ます。また短期の部分が先ほど申し上げた部分で運転資金の長期の部分もございます。長

期は２２社３０件ということでの運営を行っているという状況にありますので、ご理解を

いただきたいというふうに思います。 
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○池下委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 実は今、伺って解ったわけでありますけれども、町長の執行方針の中にも謳ってあるん

ですよ。ちょっと私読んでみます。中小企業の育成支援につきましては、事業開始年度に

おける経営資金を中小企業融資制度の対象とするため貸し付け範囲の改正を行ってまいる

と、こう謳ってあります。 

これはあくまでも新規業者に対しての公約と、私は判断しておりますけれども、この文

言とするならば、既存業者に中小企業業者もたくさんおられます。そういったことで見直

す考えはないのか。この辺聞きたいと思います。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま御質問の中小企業融資運転資金の関係でありますが、この関係については、２

８年の段階で御指摘のように、運転資金の貸付対象基準を１年経過したものでないと貸せ

なかったのを、そうでなく１年未満のものでも運転資金を貸し付けができるというふうに

直したところでございます。今はその方向でそのまま運用をさせていただいております。 

中小企業融資制度全体におきましても、その時々の経済情勢等を踏まえながら、また資

金の需用の状況をつぶさに判断をし、かつ関係機関または商工会、この資金実は清里だけ

特異的でありまして、中小企業者と林産企業者の２つの手法になっておりますから、これ

らも今となれば２つに分けておくのが良いのかどうか、いろんな面でまだまだ見直しをし

ていく必要があるだろうというふうに判断をしているところでございまして、全体の融資

枠についても含めた中で制度のあり方についても再度関係機関とも相談をしながら進めて

いきたいというふうに思っているものでもあります。 

特にこの融資制度については金融機関がかなりの権限を有しているという部分もありま

すので、または保証協会付きということにも相成っておりますから、そういう関係機関と

も十分に詰めた中で、今の時代に最も合った使いやすい制度になるように我々としても内

容を十分に点検させていただき、また協議をさせていただきたいというふうに考えている

ところであります。以上であります。 

 

○池下委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 私が申し上げたいことは長期設備含めて、これ１千万ずつあれば２千万あるわけであり

ますけれども、今現在はこれが１千万なら１千万の貸付限度額であるということだと思う

んですね。ですから、私はこのへん見直していただきたいと先程申し上げましたけれども、

そこの点については、今後どのように考えておられますか。 
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○池下委員長 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 融資制度の内容でありますけども、先ほども申し上げましたように、清里町の中小企業

融資貸付の貸付先に対する資金割合という部分でいきますと、林産企業者の部分での運転

資金、設備資金。それから中小企業者に対する運転資金そして設備資金とこういうふうに

内容が分かれております。 

こう分かれているのは、私も調べてみましたら管内で清里町だけしか実はありません。

というのはやはり清里町に当時今もありますけども、林産協同組合という組合がありまし

て、よその町村にはそういう組合を持っている町村というのは割に少なかったということ

もあって、よその町村は一本化でそういう制度をつくったんだろうなと思っておりますし、

今となればそれを分離しておくのが良いのかということもありますので、そこら辺の見直

し等含めて、全体の貸付限度額についても今の状況に合うような形がどこにあるのかとい

う部分、そしてまたそれに対する融資そのものは金融機関の融資になりますので、そこら

辺の当然借りるということになれば、事業の内容も全部精査をされた中での貸し付けとい

うことになりますので、ただ単に枠だけ広げておけば良いということでもないかなという

ふうに思っておりますので、内容を十分に精査した中で検討を加え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。 

 

○村島委員 

 終わります。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 職員の皆様方には朝から北朝鮮のミサイルで出動したということで大変ご苦労様でござ

いました。 

それでは総括質問を始めたいと思います。一昨日より開催されました平成２８年度決算

審査において池下委員長指揮のもと、活発な審議の中、多くの質問や意見が出され十分な

審議がされたと理解するところです。特に取り上げて質問すべきことも見当たらないわけ

でありますが、１点だけ総括質疑として町長の見解をお伺いしたいと思います。 

地方創生が課題として取り上げられ、人口減少による地方消滅を論じた増田レポートが

登場したのは平成２６年５月、国は人口減少に歯どめをかけるとともに大都市への過度の

人口流出を是正すべく、それぞれの地域において住みよい環境を確保して、将来にわたり

日本社会を継続していくため、まち・ひと・しごと創生法が制定されました。全国全ての

自治体に地方版人口ビジョンと総合戦略を策定するよう求め、町においても産官学金労に

構成される推進会議で検討され、早急に取り進められ平成２７年１０月に策定されました。
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人口減少と地域経済の縮小を克服するため、基本目標を設定し、目標年次である平成３１

年度の実現すべき数値目標とそれに対応する政策パッケージが設定されたわけであります。

実施２年目となりますが、町の総合戦略における４つの基本目標の進捗状況と成果につい

てどのように評価されているか町長にお伺いいたします。 

 

○池下委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 まち・ひと・しごと地方創生にかかる清里町での事業の実施の状況と成果の関係かとい

うふうに思います。今御質問がありましたように、この地方創生総合戦略、増田元総務大

臣が提唱した地方消滅を受けて、少子高齢化と人口の減少対策、さらには東京圏への人口

の一極集中の是正。これを目的に地域で住み良い環境をつくっていく。そのためのまち・

ひと・しごと地方創生という謳いだしでスタートいたしまして、法律そのものは平成２６

年１１月に制定がなりまして、施行は平成２７年度からということで全国の市町村がこの

法律に基づく地方総合戦略は策定をしたわけであります。この策定に当たっては最初から

国の方で４つの目標が示されたわけでありまして、その４つの目標をそれぞれの地域にお

いて、それぞれの地域の知恵を使って政策を打ち出すと、これがこの計画の内容でありま

す。 

清里町におきましても、そうしたことから総合戦略推進本部並びに委員会を設置しなが

ら行政と町民の皆さんでの共同作業の中で、この総合戦略策定をしたところであります。

たまたま清里においては、第５次の清里町総合計画後期５ヵ年計画の策定の時期とちょう

ど重なったわけでありますので、その後期５ヵ年計画との一体的なリンクのもとに、この

計画を策定いたしました。ですから２つの計画ともほぼ方向性と施策の内容は同一であり

まして総合計画にあって総合戦略にないというのは行財政計画の部分ぐらいのもので、あ

とは全部リンクをした計画としてスタートをさせていただきました。その中においても分

野ごとに１３の目標を立てました。そしてそれらを達成するために７０項目の施策を打ち

出し、それに伴って百数十にわたる事業配置をさせていただいたところであります。 

今申し上げましたように、これらの施策と事業の配置については、もともと総合計画上

でも実証すべき事項として扱っていたものがほとんどでありまして、それを総合戦略に移

行しながらリンクをさせながら事業を実施しているということでございます。これらの状

況については、ほぼ順調に推移をさせていただいているというふうに考えているところで

ありますし、また成果についても、一定の方向性が出てきているというふうに理解をして

いる次第でもございます。 

先程ありましたように総合戦略においては数値目標が示されておりまして、かなり厳し

い数値目標を設けたところもありますから、そうした部分についてもこれから全体として

は５年計画でありますので、目標の３１年に向けて鋭意努力を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。 
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○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ただ今、町長から順調な推移をしているということと、一定の方向性が成果として出て

いるという答弁がありました。総合戦略につきましては、計画樹立の平成２７年予算の総

括質問、また平成２８年３月定例議会において私の方から一般質問をさせていただいてお

ります。ただ私としては町の将来を大きく影響する事業として捉えているところでござい

ます。これは今申されました総合５カ年計画とリンクという部分もありますけど。そこで

なんですけど、今までも過去において、地域こそ日本の活力の源であるとか、地域が元気

にならなければ日本は元気にならないとそういうような掛け声があったわけですけど、掛

け声に終始し、残念ながら地域の現状というのはさらに厳しい状態が続いていると理解す

るところでございます。 

ただ今基本目標にそれぞれ則った形の中で進捗の状況と成果について報告がありました

けど、基本目標の中の４つあるわけですけど安定した雇用の創出と新しい人の流れ。ここ

に絞って質問したいと思います。 

雇用の創出という部分で、これは人口が増えていく要素にも繋がっていくような部分で、

仕事もなければその地域には住んでいただけない。それは実態ではないかなと思っていま

す。全国どこを見ても農業っていうのは、どこの地域にもあるわけですよね。私思うには、

その１次産業と言うか、そういうものがきちっと地元でお金を生み出すような形の動きが

なかった部分で、地方はどんどん衰退していったような気がするんですね。わが町におい

ては、特に農業は原料生産ということで、ほとんどのものが加工されないで外に出ていっ

てしまうという中で有力なこの地場の製造業とか、そういうものがあればおそらく地域創

生とかそういう戦略は立てやすいんじゃないかなと思いますけど、悲しいけど、うちには

そういうものもないという形の中で僕は農業がきちんと雇用を増やすような形のものがな

いと、なかなか定着して仕事をしてもらうような形のものというのは無いんじゃないかな

と。今高校生が卒業してもおそらく大学行ったりして農家の跡取りは帰ってくるわけです

けど、実際にそれ以外の仕事という形で戻ってくる人間というのはほとんど一握りじゃな

いかなとそのように思っております。 

その中で安定した雇用を創出していくというのは、人口を増やすことはなくても維持し

ていくという部分を含めて、きちっと計画性を持ってやっていかなくちゃいけない部分な

のかなと思う部分です。その部分でまずそういう部分の考え方をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 地域の活性化のための雇用の場の確保、移住定住、新しい人の流れを作るという施策に

つながっていく大きな課題であろうというふうに思っております。 
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今回策定をした清里町まち・ひと・しごと総合戦略の基本目標の第１点目に地域におけ

る安定した雇用を創出すると謳い出したわけでありまして、この中においても１点目の主

な施策といたしましては、町の未来をつくる産業の振興、清里の基幹産業である農業の振

興を中心としながら、その中に雇用をどういうふうに求めていくかというのが大きな政策

課題として載せてきたわけでございます。 

特にそうした中においても、やはり今の農業を持続的に発展させる持続の部分において

は後継者対策、要は１回出られても何らかの形で、清里の農業に携わってもらえるという

仕組みづくりが必要ではないだろうかということの中、人材バンク等によるヘルパー制度

の活用とそういうものまで含めた事業計画を展開していく必要があるというふうに思って

いるところでもありますし、また農業そのものは、今時点でも様々な６次化に取り組んで

いただいている方もありますから、横の広がりというのは非常に期待のできる産業である

というふうに思っております。 

ただ一面、清里の場合は非常に規模が大きくなっておりますので単純にその部門をその

一企業の一経営の中でやっていくというのは相当難しいことになるんではないだろうかと

いうような思いもありまして、今回の計画の中では６次化を含め法人化を一層進めていく

という計画をつくっておりますし、なお且つそういう法人化の中でも新たな企業の導入と

いうようなことで、コントラクター事業も組み入れて、これから人手不足をいかに解消し

ながら、且つ雇用の場を求めていくかと。そういう政策が、この中にもかなりの部分で打

ち出されているわけでありますから、基本的には、そうした部分をしっかりとやった上で、

次の新しい取り組みということになっていくんだろうなというような思いで取り組んでい

るわけであります。 

新しく芽生えようとしております清里町の観光事業についても、そういう部分をベース

とした中での観光事業の展開というのが必要ではないかと。清里の場合にはやはり農業を

基幹とする広大な農地がありますし、おかげさまで農村景観百選、それから日本で最も美

しい村連合にも加入ができました。そしてこの８月８日には阿寒国立公園が阿寒摩周国立

公園ということで、その中に清里の行政区域神の子池も含まれてきたということで、それ

ぞれの観光のスポットは抱えているわけですが、それを農業だとか他の産業と関連づけた

中に雇用を生みだしていくかと、そういう部分についてもこれから十分に検討を加えなが

ら、発展性を持たせていきたいというふうに考えている次第であります。以上であります。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 確かに産業と言ったって、農業と林業があってという部分でしかないわけですけども、

実際にこの具体的な施策の中にもありますけど、法人育成は、現時点で相当面積も増えた

形の中で、僕も農業委員を経験させてもらっているわけですけど、農家がそれぞれに力を

持ったのもあって、機械の利用組合すら解散して個人で所有しているという中で法人化と

一口に言ってもなかなか難しい部分かなと思っています。 

そういう部分では新たな形の６次産業化とか、そういう部分で法人化した形の中での余
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力と言うか、余力労働と言うか、加工とかそういうものに向けていくというのは可能なこ

とではないかなと思いますけど、なかなかそういう部分でも、一口には難しい部分かなと

そのように感じる次第です。 

そうなった時にこの計画は５年計画ということで、５年の中でそういうことが十分に達

成できるかどうかというのは、ちょっと不可解な部分はありますけど、そういう部分も含

めて取り組んでいただきたいなと。 

ただ僕が思うのは、地域内のきちっとした経済の循環と言うか、そういうものが実現さ

れないとだめじゃないかなと思うんですよね。何かというと金が外へ出ていくと言うか、

地元にきちっとお金が落ちるような仕組みというか、そういうものをつくらないと今の商

店街もそうだと思うんですよね。十分な買い物ができないからみんな外に行ってしまう。

全部外へお金が落ちていくというので、僕は出来ればその地域内できちっと循環できるよ

うな形で、何だかお金の話で汚い話になっちゃいますけど、うちの町で生み出したお金は

きちんと地元で消費してもらってお金が地元の地域の中でくるくる循環するという、そう

いう１つのシステムというか、そういうものをきちっとつくっていかないと、地方という

のは地域というかそういうものは存続していけない部分じゃないかなと、そのように思う

部分なんですよね。 

今商店街のことを振りましたけど、今回の１つの計画の中には、商店街のことも触れて

いますけど、実際には新たな形での新規の事業、出店店舗とかそういうものに対してはあ

るんですけど、既存の商店街部分についての施策というのは、僕は見当たらないなって思

うんですよね。新たな人が商店を始めるのなんていうのは、なかなか不可能なことであっ

て、最低限でもやはり生活していけるだけの必要必需品と言うか、そういうものをきちっ

と調達できる店というのは、きちっと守っていかなくちゃいけない、そういう部分が根底

にないと幾ら人をよそから人が来て住んでくださいって言ったって、買い物もできない状

況の中で、住んでもらえるかなってそういうふうに感じるところなんですよね。そこらへ

んも含めて町長の見解をお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 地域内経済の循環と言うことと、全体の町の活性化という観点かなというふうに思って

おりますが、今回の総合戦略の中にもそうした部分を含めた中での施策の展開というもの

も出されているわけでありますが、これも非常に厳しい状況だと現状は認識をいたしてお

ります。言葉で言うのは簡単ですけども、現実問題として雇用を生み出し、地域内での循

環を整えるというのは、そう簡単な状況ではないというふうに我々も認識をしているとこ

ろでありますが、そうは言っても現状をしっかりと認識した中に発展する方向性を生み出

していかければならんというのも我々の使命でありますから、それに向けた対応を一つず

つ進めてまいりたいというふうに考えているところであります。 

確かに経済の循環が順調にいけば、すばらしい地域づくりができるだろうというふうに

も思っておりますが、単純に言ったら電気などもよく引き合いに出される部分で、地元で
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電気を起こして電気を地元で使えばよそに金は流れていかないよと、これは水源法の中で

言われているところでありますから、例えば清里町の例でいけば、これだけ豊富な水資源

を持っている。それをやはりそういう部分に変えて地域内循環を行うと。それによって多

くの皆さん方がそれに携わりながら潤いを得ていくというような形になっていく、またそ

こに雇用も生まれてくるということにもなっていくわけでありますので、そうした今ある

資源の中で、いかにそれを上手に使っていくかということを考えていかなければならん。

前にも研修会の中でよく言われました。無いものをねだるよりもあるものをいかに生かし

ていくかという、そこがこれからの原点になってくるだろうというふうに思っているとこ

ろでもございます。 

特に商業関係、厳しい状況に相なっているわけでありますが、単純にお店ができれば良

い、改修ができれば良いということでなくて、町の中にそれが循環としてまわるような経

済体系にならないと、どうしても維持していくのは難しくなっていくと考えておりますし、

今の状況の中で高齢化も進んでおります。高齢化になると消費される量も変わってきます

し、やはり人口が減ると当然そうなります。また、モータリゼーションの時代ですから、

よそへ当然買い物に出かけるという部分もだんだんと大きくなってきつつあると。ただ一

方では買い物に行かれない方々も出てきつつあるということで、特に集落関係の方々にお

いてはお店が危うい状態にもなってきているということもありますので、そこら辺も施策

とまた総合戦略そのものも５カ年間の事業ですから、これが終わってまた総合戦略かとい

うことには私は相ならんだろうと思っておりまして、第５次総合計画がちょうど同じ期間

でのスタート事業でありますから、総合戦略が切れるときには第５次総合計画も切れます

ので、次の第６次に向けた一体化一本化した計画として、そういう施策対応についても打

ち出していかなければならないものというふうに理解をいたしている次第でございます。 

ちょっと余談で長くなって申しわけありませんけども、今回の総合戦略で初めの謳いだ

しは非常に理想的な部分で謳い出しがされました。そして我々も交付金ということでそし

て使い勝手の良い交付金として地域の知恵を出して欲しいと言うことがあったもんですか

ら、大いに期待をして考えてきたわけですが、実際に蓋をあけてみたらいつの間にか補助

事業になっておりました。そして今までやってきたものについては認めないと、新しい事

業の中で国が承認したものだけを補助対象にしますということであります。今回の決算書

を見てもらってもお解りかと思いますが、全体では１億３千万近い予算をそこに充てて執

行してまいりましたが、実際に補助金として流れてきたのは数１００万円であります。で

すから、これのギャップというのは非常に大きかったなと。ただ事業全体としては当然総

合計画の中でこの事業があろうとなかろうとやっていかなければならん事業、それらを合

わせてやってきておりますから、これからもそうした中で続けていかなければならんとい

うふうに思っておりますが、どうしても新しい切り口としての展開がそういう補助事業形

式になったことによって、これから厳しくなってくるだろうなというような印象を持って

おります。 

また一面先ほど村島議員さんからもありましたように交付税が昨年から今年にかけて１

億数１千万減額になっております。ただでさえ財政的に厳しい中に、それらの部分が減少

するということは、そういうハード、ソフト面を含めていろんな事業展開が厳しくなって

くることは想定をされておりますので、これからの事業も内容を精査しながら必要なもの、



103 

やはり選択と集中をしっかりやっていかなければならんものというふうに理解をしている

ところであります。以上であります。 

 

○池下委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今答弁ありましたけど、この策定の段階でアンケート調査を行っているんですよね。そ

の中で町に移り住みたいと回答しているのは１３％と特に３０歳未満では、その割合は高

く２０歳から２４歳では２７％。町外に移り住みたい理由が日常の買い物が不便だからっ

てあるんですよね。確かに不便ですよね。僕は前々からこの質問僕も何回かしていると思

うんですけど、町長これ以上店減った時に町どうしますか。どのようにするか考えていま

すか。町長はよく公共財としていかなくちゃいけないって言うんですけど、老齢化して辞

めるっていう店がどんどん増えたときに、どういう形をとろうかなと思っているか、ちょ

っとお聞かせ願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの買い物とまちづくりの関係でありますが、現状の中も移住定住における課題

の中で、町外に移り住みたいと回答が１３％もあったと。ショックでありますけども、現

状として、その理由としては、買い物が不便であるというのが一番多かったわけでありま

して、清里町における店の業種がそれだけ無くなってきているというのがある一面裏であ

るのかなというふうに思っているところであります。 

町全体の構成としては、１業種１店舗。やはりこれはなければならないというふうに私

は思っておりますし、特に日常生活、毎日買いかえをしていく品物を扱う商店については、

公共財として考え方を入れていかなければ最終的にはならないんではないかなというふう

に思っております。 

その大きな一例としては、ついこの間も新聞に出ておりましたが滝上町が公設民営のス

ーパーを開設したと。これもまさに現場ではないのかなというふうに思っております。幸

い清里町市街の中には民営のスーパーがありますから、これが万が一、すべてが撤退する

となった時には、日常生活もおぼつかなくなるということになりますので、耐久財はまた

別にして、毎日使うものはなかなかそうはいかないというふうに私は思っているところで

ありますし、またそれと合わせて車社会ですから、ガソリンだとかそういう部分を扱う販

売所が清里町内から無くなったよと、これも相当ダメージを生活に受けるというふうに思

いますので、そういうような業種については１業種１店舗はやはり公共財として町として

どう考えていくかという方法を論じていかなければならんだろうなというふうにも思って

いる次第でもございます。 

滝上はたまたま公設民営の方式を取りましたが、方式はいろんな方式があるんだろうと
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いうふうに思っておりますが、そういう考え方をもって進めていくこともひとつの方策で

あり、またそうなっていく可能性は十分にあるというふうに考えている次第であります。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 考え方をお聞かせいただいたわけでございますけど、確かに高齢化してという部分のお

店も伺えるわけなんですけど、やはり店屋さんからの不満の中にも新規にそういう事業展

開していく方には結構あつい保護があってみたいな感じのことを言われることもあるんで

すよね。その中でもう少し既存のお店に対して今も取り組みはしているわけですけど、ま

た違った形で既存の店が残っていけるような形のものっていうのは手立てすべきではない

かなとそのように思う部分です。 

滝上の公設民営の店、そして今回議員で研修してきました伊達の大滝村もスタンドが無

くなったそうで、公設で指定管理でやっているそうでございますけど、決してそういうこ

とが望ましいなんていうことではないと思います。きちっとそういう部分の政策はしてい

っていただきたいなとそのように感じる次第でございます。 

次に人口の流れ、新しい人の流れですか、そういうものをつくっていくっていう部分で、

最近若者のローカル志向って言いますか、地元志向。よく田園回帰なんていう言葉も最近

聞かれるわけですけど、そういう若者に価値観変化が現れるような気がするんですね。や

っぱりその都会の雑踏から逃れたいというような部分も含めてでないかなとそのように思

うわけなんですけど。それらを追い風として、人の流れを都市から田舎へという形で結び

つけて新しい人の流れをつくっていくことは、実に大事なことかなと思うんですよね。た

だそのためにも先ほど述べましたけど、当然仕事も必要になってくるわけでございますが、

ここでも僕思うんですけど、その仕事が人を呼んで人がその仕事を呼び込むという形のこ

こにまた循環という言葉でてくるんですけど、好循環というかそういうものがきちっと無

いと。まして、それを支える今度まちの活性化をきちっと成り立たないと、地域というの

は活性化していかない部分でないかなと思うんですよね。そのものも含めて、今回みんな

一斉に総合戦略をというようなことも含めて、全国一律的な取り組みという形の部分のも

のも発動されたという部分もありますので、地域にあった地域独自の１つの考え方で、そ

の地域をつくっていくという考え方に立たないと、それが観光を含めても、やっぱり他の

地域とうちは違うよと、二番煎じじゃないよというような他と異なる特色をきちっと打ち

出してくと。それにどれだけ住民がそれらの部分に携わっていけるかということが大事で

ないかなと思いますけど。 

町長２８年の執行方針で観光にも力点を置いていたわけですけど、この年は観光計画、

そして美しい村連合ですか、そういう関わり加盟があったわけで、この度は神の子池が阿

寒摩周国立公園編入になるということで、下地はきちっと僕はできているような気がする

んですね。そんなものも含めてきちっと人を呼び込んでくるというか、そういうような部

分での展開をどのように感じているかお聞かせ願いたいなと思っております。 
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○池下委員長 

 はい、櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 御質問の前段の部分でありますが、それぞれのお店やさんに本当に一生懸命頑張ってい

ただいているわけでありまして、先ほど申し上げた公設民営のスーパーの建設だとかまた

指定管理でのスタンドの云々だとかという以前にやはり個々のお店が独立してしっかりと

した経営ができる体制をいかに我々としてもバックアップができるかという、それが重要

になってくるだろうというふうに思っております。 

先ほどの御質問もいただきました中小企業融資制度の見直しも含めて、また今現在行っ

ております商店の店舗出店事業。または改修にかかわる事業等いろいろ施策を展開させて

いただいているわけでありますので、それらをしっかりと内容を精査しながら、使いやす

い効率性のあるものに仕立てていきたいと。そのためにも商工業者をはじめ商工会の皆さ

ん含めて、しっかりと対応ができるように連携をしていきたいというふうに考えている次

第であります。 

また新しい人の流れ、そして雇用、そして移住定住と新しい施策をその中に注ぎ込みな

がら、既存の基幹産業との連携をしっかりと持った中で町独自の考え方で進めていかなき

ゃならんだろうというふうに思っている次第でございます。 

今回幸いに先ほども言いましたように神の子池が国立公園に入りましたし、また一昨年

は日本で最も美しい村連合にも加入をさせていただきました。そうした中に初めて清里町

としては観光計画も昨年樹立をいたしました。その中では具体的にこう云々だということ

よりも清里を好きになってもらう、清里を知ってもらう、そのための観光施策をというの

が、今回の計画の趣旨でありましたので、そこら辺を我々もこの認識をしながら、交流や

また景観を通じた中で事業の展開ができればなというふうに思っているわけであります。

特に清里には、夏場に多くの方々が合宿等でも訪れていただいておりますから、そういう

人方との交流もしっかりと持ちながら将来の移住だとか定住につながる展開の中に進めて

いければと思っている次第でもございます。いずれにしろそんな簡単に人がどんどんどん

どん来るということも思っておりませんし、人口が一気に増加する方向に転換するだとか、

そういうことはもう殊に稀な場所でしか起きないことだというふうに思っておりますから、

足元をしっかり見つめながら一歩一歩前へ進めると。ひとつずつそれをクリアしながら活

性化に向けた対応を進めていきたいというふうに考えている次第でありますので、ご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員.。 

 

○勝又委員 

 確かに人は簡単に来ないんじゃないかなと思うわけですけど、先ほど述べられました清

里を好きになってもらう、また知ってもらう部分で、観光のその下地は出来たと言いまし

たけど、下地は出来ているんですけど、観光と観光の狭間で、特に目新しい部分でここは
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という感じのものが無い中で、やはりそれを同じような観光地と一緒にわたり合うのは無

理なんじゃないかと思うんですよね。 

先ほど若者の価値観が変化してきているという点で、そこに住む人たちの心意気という

か、そういうものって観光と同じく並ぶように魅力のあるものじゃないかなと思うんです

よね。そういう中でうちの町の予算というものが出していけるような、ぜひとも観光とい

うことを考えるんであれば、目指して欲しいなという思いがあります。そういう成功事例

はあるんですよね。特に観光地じゃなくても、観光の狭間の中でという部分でも、そこに

住む人間がいかに活力を持って生きているかっていうのは、お客さんの目から見たときに、

それがその町の魅力とかにきちっと繋がっていくわけですから、そういう部分で町の活性

化ということで進めるんであればと思っています。 

１点なんですけど、人的交流という中に、昔から鶴ヶ島との交流があるわけで、その下

に関連性のある地域との交流推進も書いてあります。そんな中で鶴ヶ島が良いとか悪いと

かという部分でないんですけど、実際にその交流がなかなか展開を見せない形の中で、新

たな展開を見せているような形のものを模索していくような形の交流。そういう場所とい

うものを探し出してくるというのも１つの方法じゃないかなと。できればやっぱり昔から

つき合いがある部分で、もう少し鶴ヶ島との関係で、人が行ったり来たりできるような形

のそういう交流につなげて行けるような展開を見せられればとそのように思う次第です。

町長の考え方をお聞かせ願いたいです。 

 

○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 観光を通じた町づくりの一環として、清里は清里らしさが必要だというふうに思ってい

ますので、よその観光地と同じことをやろうと言う考え方は毛頭ありません。 

先ほども申し上げますように、清里の観光計画、提言をいただいたのは清里を好きにな

ってもらって清里に来てもらうと。そして清里を知ってもらうための対応をしていきたい

というふうに考えております。そのためにはやはり清里らしさを前面に出していかなけれ

ば、今の清里をしっかりと認識をしてもらわなければというふうに思っておりますし、そ

れをしっかりよそに情報発信するためには、一番大事なのはガイドだなとは思っているん

です。ガイドさんをしっかりつくって、そこに情報を集めながら、みんなでそれを共有し

ていくというようなやり方にしていかなければ、あるところだけが良いけどもっていう形

でなく、清里全体がそういうようなムードにならなければ。オリンピックじゃないですけ

ど、皆でおもてなしという形がとれないうちは、なかなか前に進んでいかないのかなとい

う思いを持っているところでもございます。 

それと都市農村交流の関係でありますが、御案内のように鶴ヶ島とかなりの年数にわた

って、都市農村交流を実施させていただきました。昔清里村という新潟の今の上越市に合

併をされましたので以降交流が止まっておりますけども、そこともやった経過があります

が、今現在では鶴ヶ島との交流であります。 

ただこれも一方的な交流にほぼ近いような形になってきているということで、これを将
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来的に継続していくとなれば、新しい展開をしていかなければなかなか続かないでしょう

ということで、実はこちらの方から鶴ケ島の方に投げかけをしている最中であります。具

体的に人や物の交流、また子供たちの交流をできるんであれば、そういうことで何とか今

までの実績がありますから、顔なじみの方も相当おります。個人的には相当の交流を進め

ている方もおりますんで、そういうところをベースとしながら継続できれば、最も良いこ

とだなというふうには考えておりますが、相手に投げかけをしておりますので、そういう

部分で、どうふうにこれから展開ができるか、しっかりとできる範疇を模索しながら進め

ていきたいというふうに考えている次第でございます。 

一例として場所が大きく違いますから、向こうは東京周辺でこちらは北海道の片隅とい

うところですので、向こうの人は良く清里は安全なところだと良く覚えているんですね。

清里は大きな災害を受けるところでもないということで、そういう面において災害協定と

かそういうのは結べないでしょうかねという問い合わせも実はありますんで、そういう部

分も含めながら、単純に人、物だけでなくて、災害に対するいろんな対応の方法だとか災

害避難しなきゃならんときには、こちらに来て避難してもらうだとか、いろんな方法もあ

りますし、情報の端末をこっちに置いてもらうという方法も実は災害協定はありますから、

そういう部分も含めて出来るかどうかという部分も含めて、これから協議をしていきたい

というふうに思っておりますし、基本的な都市間交流また全体通しての地域間交流という

ことですから、鶴ヶ島でなきゃならんという発想を一切持っておりません。そういう機会

とチャンスがあれば、いろんなところと交流ができるように輪は広げておきたいなという

ふうに考えているところです。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

鶴ヶ島の関係については、こちらの方から投げかけてという話を聞いたわけですけど、

僕もその部分については、お互いにいつまでも交流が続かないというような部分があるの

かな、こう感じたような部分なんですよ。またその中で新たなところも含めて、僕も１度

一般質問で提案したんじゃないかなと思いますけど、北見あたりは高知からの入植者がい

て、交流が盛んですよね。うちも全く縁の無いところじゃなく、きちっと縁のあるような

ところとの結びつきを模索するのも１つの手かなと思います。それは急にふって湧いたよ

うな形のつき合いじゃなく、やっぱり入植して、３代も４代もなるわけですけど、そこで

きちっと自分たちの先祖が入植して頑張っているんだっていうものがあって、交流は深ま

ってくる気もするんですよね。そういう部分も含めて、新たな所とまた鶴ヶ島との交流も

含めて考えていただきたいなと。それが新しい人の流れに繋がるんであれば、よろしいか

なともそのように思う次第です。 

それからガイドという話が出たんですけど、人が育たないとだめではないかと思うんで

すよね。どんなアイデアを出してもそのアイデアを実行できる人間、その人間がいるかい

ないかという部分だと思うんですよね。成功しているような事例はインターネット等でも

よく見るんですけど、そこにはしっかりとした考え方を持って住民がそれを共有している。
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そういう部分が見受けられるわけですよね。住民の皆さん、町民の皆様が行政サイドと同

じように、また議会も含めて人口問題というものに対して危機感を持って、当事者意識っ

ていうかがきちっと調整されないと、なかなか住民を巻き込んで課題を解決していくって

ことに繋がっていかないんじゃないかなと思うところなんですよね。そのことも含めて、

まずは動けるコア的な人材をきちっと作って、そういう戦略を固めていく、それは必要で

ないかなと思っています。なかなか事業実施しても、効果が早々に出るような形のものは

ないかもしれません。それを担う人間が高い志を持った形の中で、息の長い、ぶれない姿

勢でその取り組みに臨んでいくというようなことが必要かなと思うんですけど。そこにつ

いて、どう考えていますか。 

 

○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 都市間交流、また地域間交流の１つの方策としての御提案をいただいたわけであります

が、元々清里になじみのある入植だとか、移住定住で来られたところを交流先に選んでは

どうだろうというような提案でありますけども、清里の場合は、各所から入植しておりま

すので、なかなか難しいかなと。 

例えば伊達とか、十津川であれば本州の十津川からこちらに来て、新十津川に移住した

等のしっかりとしたルーツがあるもんですから、やり易いかもしれませんが、清里の場合

は、各所の部分がありますから、なかなかそこらへんの相手先をどう選んでいくかという

部分もあるのかなと。ただそういうチャンスがあれば、そういう中で広げていった方が人

的つながりというのもしっかりとしているわけですから、長く続くことになっていくとい

うふうに思っておりますし、そこのふるさとの文化や歴史をこちらも学んでいくことがで

きるということになりますんで、広がりとしてはものすごく広がりつき合いができるのか

というふうにも御理解しておりますんで、勉強させてもらいたいなというふうに思ってお

ります。 

それからガイドの関係ですが、基本的に清里を知ってもらうためには、ガイドをしっか

りと養成して、そこからの情報発信をして、また来ていただいた方々に対しても、ガイド

がしっかりこの地域のよさをアピールしてもらうというのは非常に大事なことになるかな

と。今もガイド協会の中の方が中心となって、清里を売り込んでいただいているところで

ありますが、どちらかというと地元のガイドの方がいないというのもどういうことかなと。

現実問題としてガイドとして商売をしていくまでということならば、相当なバックがなけ

れば出来ないということにもなりますから、若い方が参入をして、すぐ雇用・就職の場所

となり得るかどうかというのかという難しいところもありますけれども、それは全体の観

光業務の中の一部の位置づけとしながら、全体で仕事をし合う場所ということも必要にな

ってまいりますので、考え方ではいろんな部分、先ほどの田園回帰じゃありませんけれど

も、価値観が違って清里に来たいという方もおりますし、清里に住んでいる、もともと清

里の方であっても、やはり清里の良さをさらにと言う方も中にはいらっしゃるというふう

に思いますんで、そこでの掘り起こし含めて、ガイド協会や観光協会とも十分に協議をし
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ていきたいなというふうに思っております。若い人が駄目であれば、当面そのつなぎ役と

してリタイアした人方でも、逆に豊富な経験と知識を持っているわけでありますから、そ

ういう方々の知識を借りということも重要な展開になってくるというふうに思っておりま

すんで、これらにつきましても十分検討させていただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 そろそろ終わりたいと思いますけど、今回策定されました総合戦略ですか。自分として

は、ちょっと残念なところがあって、国のかざした早期の実施に対する手厚い支援とか、

そういうものを振りかざした形の中で、概ねの自治体ができるだけ早く、できるだけ国に

気に入られるものをつくり、出来るだけ多くのお金を獲得するという手段として、計画が

作成され、そこに将来的な展望にたったデザインとかに対する１つの計画とかビジョンで

すか。そういうものが時間的な余裕がなくて、住民による住民からのそういうような形で

調整されるのが一番良いのかなと思うんですけど。ちょっと振り返るとそういうものが欠

けていたのかなって感じるんですよね。 

そのことも含めて、事業の進捗状況において、早期に目標だとかそういうものを柔軟的

に見直したり、順次はめ込んだりしたりっていうことが必要ではないかなと思うんですよ

ね。ＫＰＩですか。またＰＤＣＡサイクル。そういう中でのその評価とか改善とかがあり

ますんで、実施２年目にして早期にいろんな形で振り返った中で見直しとかそういうもの

が必要かなと思うんですけど、町長どう考えますか。 

 

○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 前段の総合戦略の策定にあたっての改革に対するデザインだとかビジョンの関係であり

ますが、この関係について清里においては、ちょうど５期の総合計画とリンクしたもので

すから、基本的には第５次総合計画のビジョンを引き継ぎながら、この中に織り込んでき

たということの中で御理解いただければなというふうに思います。 

それから、計画の反省評価と見直し等の関係でありますが、計画については毎年推進委

員会を開催いたしまして、それぞれの項目について、点検評価を入れております。具体的

に計画としての見直しというのは打ち出してはおりませんけども、政策の中では予算編成

の段階でその評価と反省評価に基づいて、予算の配置をしてきております。その反省評価

はＡＢＣの３段階でやっておりまして、やはりこのまま継続すべき事業、また内容を見直

して実施すべき事業、そして当面廃止というか見合わせる事業と３つに分類をしながら、

委員会の中で反省評価をかけてきているというような状況下にありますし、昨年の場合に

おいても、７月に推進委員会を開催して、その中で反省評価を入れました。そしてそれを

含めた総合計画全体についても、総合開発審議会１２月の中旬に開催された審議会の中に
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おいても、その旨を報告させていただいて、次の年度への評価とさせていただいたという

経過があります。計画書は新たに改正版を作ったとかはないですが、中身として見直し等

も含めて実施をしているということでありますので、ご理解いただきたいというふうに思

います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 反省なり評価も入れているってことで、刻々と情勢って変わっていくものかと思ってい

るわけで、その中で大きく変更は無いにしても、やっぱりその時その時に照らし合わした

改善は必要でないかなと思う次第でございます。ただ計画です。実行されなければ絵に描

いた餅ということでございますので、きちっと実り多い計画となるように進めていただき

たいなと思っております。 

最後にしたいと思いますけど、この計画が単なる費用対効果というものだけを追求する

のではなく、住民生活にどのような社会的価値をもたらせられるか、この政策を進めて求

められる部分でないかなと思う次第です。ただ地方創生の究極の目的というのは、あくま

でもやはりそこに住む人が幸せを感じて、そういう社会をつくることが最大の目的じゃな

いかなと思っています。今までだって十分にいろんな形で、小さな町の挑戦ってことで取

り組んできたと思っています。その中できちっと現場が積み重ねた取り組みってものを、

着実にさらに前進させて、人口減少なりを克服して町をつくり上げると。そういうような

形で切に要望して、総括質疑といたします。 

最後に町長何かありましたら。 

 

○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今回のまち・ひと・しごと創生総合戦略。ここに掲げられた計画については、清里町の

場合は第５次総合計画、そのまちづくりの基本方針と一体的にリンクされてできたもので

ありますので、総合計画の目標でもあり、この総合戦略の目標でもあるということであり

ます。先ほど申し上げましたように財源的には、当初期待していたものは無いわけであり

ますけども、そういう厳しい中であっても、各種事業の実行に向けて鋭意努力をしながら、

理想のまちづくりに向けた本当に私がいつも言っております、住んでいて良かったと実感

のできる、そんなまちづくり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。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。河口委員。 
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○河口委員 

 一言だけ、村島委員、勝又委員ともにダブル部分はかなりあるんですけれども、２８年

度の決算審査の中で、やはり５２億７千７００万ですか。一般特別含めて６９億８千１０

０万という、こんな大きい事業がこの町で消費されている現実で、人口減少が進む中、大

きな財政出動をされ毎年増えている中で、地域が豊かになってきているんだろうか。実感

されているだろうか。町長の言われているこの町に住んでよかった。住民参加、そして共

創の町づくりの中で、本当に町民が豊かになって実感されているだろうか。やはり少し、

これには温度差があるかなと。行政執行されている方と、町民の間に温度差があるように

感じております。 

それは何故なんだろうか、やっぱり起業育成、人材育成。地元でどれだけ消費されてい

るかということが、循環率が低いせいで、この地域は豊かさを感じないのかなと思います。

町民の総生産額があがらなければ、地域は豊かにならない。しっかりした基幹産業を農業

はされています。しかし肝心な先ほどありました地元の消費の受け皿がないから、この部

分が総生産額の上乗せにならない。どうしてもそこの部分が、中央に流れていって、豊か

さを感じないんだろう。しかし町長の執行方針の中にも数え切れないぐらいの報告がなさ

れます。その中で毎年執行方針されている、町民力を最大限に生かし、商店街ににぎわい

をもたらす新たな取り組みに支援しますという文言があります。もうこの商店街が自らい

ろんなことを企画してできる状態でない。やはりこれはもう支援じゃなくて、一緒に取り

組む姿勢をやってほしい。 

１つは、地域交通をリンクさせて年寄りが商店街出かけてくる工夫。この限られた人口、

減っていく人口の中で、この人口がどうやって町中と交流していくことが非常に大事なの

かなと思っております。取り組みに対して支援しますではなくて、ともに支援するという

考え方を持っていただきたいなと思っていますし、そういう機会を是非早急につくってい

ただきたいと思うんです。 

後期５ヵ年計画、まち・ひと・しごと総合戦略、人口ビジョン、観光振興計画、住生活

基本計画、地域防災計画。昨年は、莫大な量の経営計画ができています。職員そして関係

団体の大きな成果だったんだろうと思います。これはあくまでも作文の計画書にならない、

１つずつ詰めていかなければいけない部分があるし、地域の経営を考えた時には、若干中

身を見直さないとならない部分もあるかと思うんですね。先ほどいろんな答弁の中で十分

聞いておりますので、あえて大きな答弁は要らないんですけれど、しっかりと腹をくくっ

て、将来に向けた２９年度予算の中に盛り込まれていると思うんですけども、検討してい

ただきたいと思います。 

今回の予算の中で、非常に残念だったものが１点ありまして、これはきちんとお話しさ

していただいて、その辺は十分に理解したんですが、やはり議会も予算の中できちんと見

なければいけなかった部分も、本当は違うんだろうなと言う部分は検査しなきゃならん部

分がありました。大きな事業の中で、予算やったから執行して良いっていうことではない、

予算執行にあたってもう一度、町長の方でも本当に活きたことになるのか検討してもらわ

なければならない予算もあるかなと特に気がついたんで、その辺含めて、もう一度、町長

が町民力を活かした商店街に本当に取り組む、この２９年度に１歩踏み込むんだという答

弁がいただきたいと思いまして、再質問をさせていただきました。 
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○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 地域経済の関係であります。清里町の基幹産業、農業の部分においては、極めて順調に

今のところ推移しているだろうというふうに思いますが、ＴＴＰの問題やＥＰＡの問題、

ＦＴＡの問題がどうなってくるか解らないと。先行きが難しい状況の中にあると思います。 

特に本町の商工関係においては、もう既にそれを越えた域にあるのかなという感情も持

っているところでありまして、実質的にも後継者がある商店が余りに少ないと。どちらか

というと商店自体も高齢化してタイミングを計っているのかと。そういう声を聞くところ

でもありまして、個々の商店だけでは、振興策を受けとめるだけの力が無くなってきてい

ると言うこともよく言われております。商工会とも十分相談をしながら、そうした中にお

いて清里の商店街、先ほど言いましたように、一業種一店舗を確保できるような姿がどこ

にあるのか。しっかりと協議をさせていただきたいというふうに思うところでもございま

す。特に今も人口は毎年少しずつ減っております。少子化も進んでおりますし、高齢化も

どんどん進んでいるという全体的な社会構造が大きく変わっておりますから、その中にお

いて今の商工業をどう維持できるかというのは、かなり難しい部分もあるんだろうという

ふうにも思っております。これは一業種、一単体では解決できない部分が相当あると思い

ますので、全体的なお力を借りながらより綿密に打ち合わせをしていきたいというふうに

考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

また予算執行の中においても、活きた予算として執行ができるように我々も誠意努力し

ているところでもあります。また当然そういうふうに予算は執行していかなければならん

というふうに考えているところでもあります。場合によって、やはり当初予定したのと違

う方向性が出てくる場合、時代のまた時の流れという場合もありますんで、適宜それにつ

いてもしっかりと方向性を見極めながら、無駄にならない予算の執行に努めてまいりたい

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。 

 

○池下委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 交流人口の受け皿は雇用の促進になるだろうと思いますんで、少なからず観光振興計画

が、これが町の役割の部分、住民、当事者とありますけども、これをさらに今年どうして

もこれは優先順位でやはりいけないということについて、ぜひ、観光振興計画を実施され

て、さらなる交流人口の受け皿として何が必要なのかということを、そこに雇用の受け皿

しかないのであろうと思います。あくまでも観光交流人口の受け皿と、農業関連化や雇用

の創出、この２つしか今考えられる手段はないと思います。ぜひこれを具体論にやって我々

豊かなまちづくりだとか魅力あふれる町づくり、確かにあるけれども１つの文言だけでは、
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なかなかそれは実現できないんであります。ぜひその辺を今、観光振興計画の推進、農業

関連からの雇用、これしか今のところはないわけです。これに十分注力していただいて、

更なる２９年、３０年の予算を執行していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 櫛引町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 清里町の活性化に向けて様々な関係機関の皆さんと連携をとりながら、また交流人口の、

そしてそれにまつわる観光振興事業。そうしたものもしっかりと視野に入れながら、まち

づくりを進め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。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。無いようですので以上で総括審査を終わります。 

 

○池下委員長 

これをもちまして、平成２８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、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特別会計を含め

た３５項目、その他本日の総括質疑 3 名の方の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。 

 

○池下委員長 

 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。 

                              

○池下委員長 

 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２８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２８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） 

 

○池下委員長 

 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。 
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○議会事務局長（溝口富男君） 

 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２９年９月１２日、１３日、１５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２８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

会計の予算執行は、議会議決の趣旨に沿い、概ね適正に予算執行されたものと認められる。

健全化判断比率並びに他の財政指標においても、健全財政を維持していますが、超高齢化、

人口減少社会では、町税等の自主財源の確保が難しい状況となってきていることから、限

られた財源の中で住民サービスの質の向上を図っていくことがますます重要になっており、

さまざまな観点から事業評価の見直しを行い、必要な改善を速やかに実施していくことが

求められております。今回の決算審査特別委員会での意見を十分に検討され、明年度以降

の予算編成や行政運営に活かされるよう望むものである。以上です。 

 

○池下委員長 

 審査意見の内容について、ご意見を伺いたいと思います。 

（異議なしとの声あり） 

 

○池下委員長 

 無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。 

 

○池下委員長 

 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） 

○池下委員長 

 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２８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２８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） 

○池下委員長 

 挙手全員であります。 

 したがって、認定第１号 平成２８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２８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。 
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 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 ３時 ６分） 


