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第８回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年 ７月１２日（木） 

    開 会   午前  ９時０１分 

    閉 会   午前 １０時０１分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①温泉施設利用実績について 

 

●企画政策課 

  ①平成３０年度普通交付税算定結果について 

  ②地域おこし協力隊員の内定について 

   

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■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     

■企画政策課長     本松 昭仁    ■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主査   半澤  忍    

■まちづくりＧ主任   長屋 智洋 
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○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第８回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

○勝又委員長 

 大きな１番、町から協議報告事項について総務課１点ございます。温泉施設利用実績につい

て。課長。 

 

○総務課長 

 温泉施設利用実績につきましては、指定管理によりまして運営維持管理の方を行っていると

ころでございます。平成２９年度の実績が出ましたので、ご報告をさせていただきます。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは各温泉施設の実績について御説明いたします。１ページをお開きください。 

初めに緑清荘について２９年度実績で御説明いたします。利用人員の入浴施設につきまして

は、５万４千２３３人、前年比１０１．５％、７９６人の増。宿泊施設は１万１千６３人。前

年比１０３．１％、３２９人の増。会食施設９千９３人、前年比８６．４％、１千４２９人の

減。レストランが１万９千１２１人、前年比９９．１％、４４人の減となっており、全体で９

万３千５１０人、前年比９９．６％、３４８人の減となっております。 

使用料の入浴施設につきましては、１千４４９万２千３７６円、前年比１０５．６％、７７

万４千１１１円の増。宿泊施設は５千６８０万１千２４２円、前年比１０３．８％、２１０万

５千３４５円の増。研修施設は０円となっております。食堂施設６千３９７万３千３９円、前

年比９３．２％。４６５万９千２０円の減。 

販売施設等４２８万２千９１６円、前年比９６％、１７万９千７９６円の減。全体で１億３

千９５４万９千５７３円、前年比９８．６％、１９７万８千７０６円の減となっております。 

次に、パパスランドについてご説明いたします。 

利用人員の入浴施設につきましては、４万７千１２２人、前年比１０４．３％、１千９５７

人の増となっております。 

使用料の入浴施設につきましては、１千５４３万８千８００円、前年比１０６．１％、８８

万６千３３０円の増となっております。 

食堂施設４千２７２万２千２７６円、前年比１１２．９％、４８９万２千２５４円の増とな

っております。販売施設４千８５３万１千５２円、前年比９８．６％、７０万７７９円の減で

す。 
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全体で１億６６９万２千１２８円、前年比１０５％、５０７万７千８０５円の増となってお

ります。 

次に、緑の湯について御説明いたします。 

利用人員の入浴施設につきましては、２万２千２４９人、前年比１０４．６％、９３９人の

増となっております。 

使用料の入浴施設につきましては、６３３万５千３００円、前年比１０４．８％、２８万８

千２１０円の増。 

販売施設４９１万９千３８８円、前年比１０８．９％、４０万１千１３３円の増。全体で１

千１２５万４千６８８円、前年比１０６．５％、６８万９千３４３円の増となっております。 

緑清荘につきましては入浴と宿泊は前年度から増えております。会食が大きく減少し、全体

で減となっております。パパスランドにつきましては、入浴と食堂が伸びており、特に食堂が

大きく伸びております。販売部門の売上は減少となっております。緑の湯につきましては、入

浴と販売が伸びている状況でございます。以上で各温泉施設の利用状況についての説明を終わ

ります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、温泉施設の利用実績についての説明がございました。委員の皆様方から。河口委

員。 

 

○河口委員 

 逆に質問したいんですけども、昨年も同じように緑清荘の販売施設の金額やなんかで質問が

あったんだろうと思いますけれども、この数字に対してどういう見解をお持ちなのか。この数

字で何を感じられるか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 緑清荘の部分でございますが、今担当からも説明いたしましたとおり、宿泊施設の方につい

ては伸びてございますが、食堂施設の分について落ち込みがあるということでございます。こ

の落ちこみの分析を指定管理者の方とも話をさせていただいたところでございますが、当然町

民等の宴会場の会食だけではなくて、宿泊者の会食それから弁当も含めて、会食部分が減って

いるというような状況でございました。そういうことも含めまして、特に落ち込んでおります

食堂施設につきましては、大変厳しいというふうに感じているところでございまして、指定管

理者等も含めまして、この部分の伸びが出るよう内容等の充実、その他改善策を施設側と十分

に話し合いながら行っていきたいというふうに思っております。 

実は７月にも指定管理者との連絡会議を開催してきてございまして、その中でもいろんな御

意見等が出たわけでございまして、それを施設側等に話しながら、今後も十分に連携をとりな

がら、この分についてはその他の部分で食堂部門だけではありませんけども、全体を考えなが

ら、緑清荘、パパス含めまして十分落ち込んでいるところについては改善を図っていきたいと
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思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員 

 

○河口委員 

食堂部分について、特に注目されていると思うんですけれども、緑清荘の減った分がパパス

にそのままのように見えますけども、私は、緑清荘の入浴と特に宿泊は１万１千人があそこで

泊まられている。その中で販売施設の売上がほぼ緑の湯と同じぐらいの金額。ほぼ毎日のよう

に行っているので見ていると、決して販売部分については人的なこともあるだろうと思います

けど、力が入ってないというのは現実だと思います。実際張り付いているわけでもないですし、

欲しい方は買ってくださいというスタンスなのかなという感じだと思うんですけど。 

ただ大きな費用をかけて１万１千人の宿泊ですから、ここで消費の受け皿としてしっかりと

販売部門をやっていく。方式を変えて、例えばテナントにして業者とか。パパスだと４千万の

商売ができるんじゃないって。それ以上に宿泊者があるわけですから、パパスや緑の湯のよう

な一見の客じゃなくて、宿泊されている客であるということを考える時に、ここでしっかりと

受け皿をつくるということでは、しげたさんにお任せじゃなくて、テナントとして物販業とし

て入る方法も一つじゃないか。そうするとしっかり販売に力が入っているのかなという気もす

るんですけども、今の形態ですと基本的に、この数値は変わらないんです。せっかくこれだけ

の人が来てもらっている時に販売をどうやって上げたら良いかということに戦略を考えられた

方が良いんだろうと思うんですけども、人的なことだろうと私は理解しますけども、あえて人

を配置してまで出来ないというのが現実だと思います。町としての物販の部分がテナントとし

て入れる方法も１つじゃないかなと思うんですけども、それら含めて検討していただければと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

今の緑清荘の販売の部分の関係でございますが、今河口委員におっしゃったとおり、売り上

げ等伸びていない現実がございます。ただおっしゃられたとおり宿泊されている方が１万１千

人いるということで宿泊者ということであれば、道の駅とかでお土産を買う方がおりますけど

も、宿泊されるということで、その施設でやはり清里の特産品であるとか、きちんとあって消

費してもらうというのが良いのかなということで、実は指定管理者を受けていただいている会

社等もそのへんについては伝えているところでございますが、そういう状況によりまして、言

われた人的なものもあるかもしれませんが、そういうところで品揃えなども含めて若干手薄な

部分があったと思います。その辺については当然業者の方とも連携を取りながらつめていきた

いと考えてございます。 

あと提案としてありました物販部門のテナントの考えでございますけども、それについてこ

ちらの方でも検討はしていないところでございますが、宿泊できる緑清荘という利点を活かす

方策として、何か物販部分でも考えていきたいところでございます。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 観光の大事な部分で滞在型と謳いながら、滞在されている方から物販の数字を上げていくか

ということについては、十分検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 担当する課が違うんですけれども、先月からスタンプラリーが始まって、神の子池、さくら

の滝のお客さんをなんとか町の施設の方にということで始まったわけですけども、その中に緑

清荘、パパス、きよ～るは、スタンプラリーの場所になっているんですけども、緑の湯だけが

スタンプラリーの場所になっていないんですね。町の中にどうやって人を流し込むかというこ

とを考えるときに、やっぱり手落ちだったんだろうと思いますし、こうやって温泉施設の方に

もお客さんを引き込むことでいけば、ちょっと手落ちなんだろうというふうに感じているので、

それはちょっと企画政策の方、また観光協会の方と連絡をとり合って何とかお客さんを中にい

れていく連携をとってもらうようお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の堀川委員のスタンプラリーの関係でございます。緑の湯が入ってないということで確か

に他の温泉施設が入っているということで、その辺については、こちら担当とスタンプラリー

担当と連携が出来なかったというふうに思っているところでございます。 

今後、今言われたとおり交流人口、また滞在者を増やす対策として、いろんな部分で温泉担

当だけではなく、他課等と連携しながら滞在人口増を図っていきたいというふうに思う所です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか、委員さん。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 緑清荘の会食施設の１千４２９人減ですよと言う、先ほどの実際に町内の宴会あるいは宿泊

者の宴会の分けた人数でこういう形になっているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 加藤副委員長から言われた食堂の関係ですね。細かな分析ということですけども、そこにつ

いては、まだお伝えできていない状況でございます。今後は連携会議で伝える部分もありまし

て、その分を含めて細かい分析をしていかなきゃならないのかなというふうに思っております。

先ほど会食だけでなく宿泊者の部分、また時期的な部分では冬期間の会食が少なかったという

実態はありますが、もう少し細かな分析と聞き取りをしながら連携し対策をやっていかなけれ

ばならないかなというふうに思うところでございます。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 ２９年度の結果、議会に報告があったわけですけど、基本的にはもう４月時点ぐらいのデー

タの中で担当部局は把握したかと思うんです。３０年中間で、今最盛期なわけですよ。それで

こういう表現は、余りにも。今こういう形で進めていますという表現ならいいですけれども、

これから協議していきますなんていう話の部分ではないと思います。きちっとこの問題につい

ては、真剣に取り組んでいると思うんですが、前へ一歩前進する形できちっと整理されていか

ないと。先ほどから観光に関して宿泊できる施設が唯一ある意味ではホテルきよさともありま

すけれど、そういう環境の中では食の部分に関してやっぱりいかに地産地消の中で、あるいは

こういう清里の食事を提供していくかというリピーターにもつながっていく、そういう食の部

分が果たしてどうなのかなというのが、非常に微妙な部分が私はあるのかなと。 

もうひとつ、パパスみたいに宿泊がない、昼食だけ。観光だけ。非常にこの部分で増えてい

るんだと思いますけども、こういう感じが緑清荘でも日中のお客さん集客の仕方だとかいろん

な部分は当然方法としてあるなと思うんです。 

販売の施設も緑清荘を建てた後に、充実をするんだと、あそこを改築してシャッターつけて

スタート切ったはずですよ。そういう環境の中から出来上がって１年・２年もしないうちに販

売、売店部門が縮小されたっていう事実もある。指定管理にお任せしているから全体として細

部にの注文はつけられないんだろうというふうに思いますが、トータルとして、この緑清荘の

合計数字の使用料がプラスになっていくか、あるいはマイナスになっていかない現状の中で努

力は見えるんであればいいけども、そうでない現状の中では、この辺の考え方をもうちょっと

整理して努力して貰っているから仕方ないんですって形で本当にどうなのかなという。河口さ

んの表現の中ではテナントという表現がありましたけども、全てを含めて指定管理にお任せを

している現状の中では、十分にそのノウハウを発揮してもらうっていう契約の中で機能されて

いるという判断に、今の段階で町としては判断しているってことでよろしいんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長 
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○総務課長 

今の関係でございますが、まず、前段の観光における食については本当に大切であると感じ

ているところでございます。その食の部分も改善を図るように、日中の昼食の関係の関係です

とか、それも含めました関係についても人が来るような対策をしていきたいというふうに思う

ところであります。 

また全体的な部分でいきますと販売部門関係が出ておりました。施設を充実したのに１～２

年で縮小してしまったというような御意見等もございました。そのへん当然先ほど、河口委員

とはテナントの話も出ておりましたが、当然指定管理でおまかせする分がありますけども、指

定管理を委託する立場として町の責任があるというふうに考えてございます。これは今回の実

績落ち込み等をきちんと分析しながら行っていきたいと思っていますし、現状ではすべて１０

０％うまくいっていると認識しておりませんので、改善できる部分については当然改善したい

というふうに思います。 

指定管理の部分でいきますと、毎年行っておりますが業者の方とその都度連携をとりながら、

指定管理者の連絡会議の方でも、それぞれの顧客満足ですとか事業達成度含めて内部検討また

ヒアリングを行いながらやっているところでございまして、指定管理の充実できるように、今

後十分に連携をとって行っ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。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 繰り返しになるんですが、宿泊者が１千人増えて会食関係が１千４００人減った。この辺の

中身をもうちょっと精査すると、本当の問題点は明確に出てくるような気がするんです。それ

を踏まえて公共で建てて運営している中でこれから非常に民間の大変なときに町民の皆さん方

が利用しやすくて、やはり憩いの場としてそういう環境をきちっと守ってくるという姿勢が最

も私は大切になっていくんだろうと思うんです。 

この１千４００人が町内全部とは言いません。宿泊でも減っているんでしょう。この利用減

った分が町内の他の店に行っているんであれば良いけれども、町外に出ることがあると、私は

非常に問題になってくるのかなと。この辺十分に本当にせっかくの施設ですので、町民の皆さ

んに本当に愛される利用しやすい好まれる施設になるように、再度検討を加えていただきたい

と思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今、副委員長から種々言われました事を念頭にふまえながら行っていきたいというふうに思

います。先ほど漏らした部分ですが、食堂について会食が減っているということで、その部分

については、業者の方にメニューの内容の充実、その他周知の関係も含めて、それについては、

早急に行っていくような姿勢とそういう点は、当然その都度やっているところでございまして、
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それに限らず全体の人の流れがきちんと緑清荘なり、他の施設にいくような方策を、今後十分

に検討を行っ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。 

 

○総務課長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 もう１点、入浴施設の人数の中に福祉関係の入浴者数は含まれているということで判断して

良いですか。入浴者数の数字の中で基本的にここは入った人の数字がこうだと思うんですが、

課が違うから、そこまでの数字が出てないのかもしれませんが、福祉入浴を配布した分と実際

に入浴で使ってもらった部分というのは、課が違うから、わからないかな。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の関係ですけども、６月の一般質問のときに関連の質問の中で前中議員から御質問でした

けども障がい者の関係の含めた若干の福祉関係については報告をしております。ちょっと今手

元にないですけども、実績については、こちらの方でもまたこれについては、またご報告させ

ていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 １点だけ、指定管理者の連携会議が７月中にあったという話でしたが、その中でいろいろ意

見が出ましたという話は先ほどおっしゃられていたんですけど、加藤議員おっしゃられるとお

り僕も同じで意見です。 

宿泊者とか町外も大事ですけれど、町民にとってあるべき守っていかなきゃいけない施設と

いうふうな考え方をしたときに指定管理者の連携会議の中で出た意見は、あくまでサービスを

提供する側の意見であって、利用する側の町民の意見というのは把握された中でこの会議が行

われていて、問題点がちゃんと指摘されているものか。町民の声というかはどこまで把握でき

るような形をとっているのか。ちょっと聞きたいです。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 町外のみならず町民の方の声の拾い方ということでございますが、当然我々担当の方にも声

が入ってきますし、当然施設の方にも町民の方からいろんな声が来るということで、その辺に
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ついては、きちんと顧客満足度をあげるために町民または町外の方も含めて声を聞きながら、

その中には利用者からの苦情、その対応も聞きながら、緑清荘その他施設についても適宜行っ

ている状況でございまして、先ほど言ったとおり会議が７月ですけども、その都度担当と指定

管理をお願いして、複数回というか、その都度案件がありましたら協議を行ったところでござ

います。その辺も含めて十分に行っていくところでございまして町民・町外問わず声について

も、対応する体制をとっているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、前中委員。 

 

○前中委員 

 当町の温泉施設は３施設ありますけれども、各委員から各施設においての経営状況の指摘も

あったんですけれど、１つお伺いしたいのは緑の湯がなぜここまで販売実績、入湯実績があが

ったのかというところを、どう捉えているのか。緑清荘さんは、委託ってことで、２つの施設

に関しては、指定管理の形で売り上げに対して利潤と損失の部分での指定管理料算定というと

ころで１１０％でしたか。それを見合いの中で指定管理でもっていこうという思惑があったん

ですけども、そこら辺利潤を追求し努力されている部分、それを吸収してしまうと、指定管理

者も大変だと思うんだけれど、一番のポイント、逆に伸びている理由があるのか。当初、緑の

湯さんの場合定かではないですが、７００～８００万ぐらいの入湯と物品販売のスタートだと

思うんですけど、ここまでちょっと数字的にびっくりしています。それをどう検証して捉えて

いるのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 緑の湯の関係でございますが、緑の湯の関係につきましても施設の関係ですが、緑の地域に

ついては地域主体の人口の減少等となっているところでございます。他の施設との競合で、影

響には若干のあるのかとおさえておりますけども、他の施設もやっておりますが、地元野菜の

販売ですとか地元のイベント等も積極的に企画開催をしているところでございまして、積極的

な営業の成果が出ているのかなというふうには分析をしているところでございます。２９年度

におきましては見ていただいたとおり使用料収入それから物販収入増加をしているところでご

ざいまして、さまざまな取り組みにより入浴の客を確保しているかなというふうに思っており

ます。 

 

○前中議員 

 そういうことで押さえているんであれば、どこの施設とは言いませんがしっかりと同じよう

なことを継承できれば、物品販売で緑の湯さんより少ないという実績は何でしょうと、きちん

と指摘はやっていかなきゃならん。入浴施設利用者がそんなに半分に満たない中でこれだけの

部分、ちょっと数字的にびっくりしているんです。そこら辺をやはりきちっと担当課でも突き
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詰めて検討してください。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 前中委員からのご指摘のとおり、それぞれの温泉施設の特色など違いはあるかもしれません

けども、一般のところでいけば同じような状況かもしれませんし、いろんな面でまた内容等を

精査しながら検討していきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 緑清荘さんの評判は非常に良いと思います。宿泊人気サイト、いろんなネット上の評価につ

いても、非常に良い。接客決して悪くありません。良いと思います。良い施設でしかもあれだ

け整えた施設で６千８００円。非常に価格も群を抜いて良い。サービスは良い。何も言うこと

ないけれども、実際にそこで稼いでいる部分が少ないという現実なんだと思います。 

これで売り上げるためにどう努力するのかというと、経営者は今の数字と評判で甘んじてし

まうんだろうと思います。例えば物販が４２０万あるけど、少なくともパパスに近づけよう、

４千万やろうと努力するかというと僕はきちんと利益が上がっていて、評判も良くて、接客も

出来ている。これ以上の努力はするのかとやっぱり無理なんだろうと。僕だったらそこまでし

ないかもしれない。 

やっぱりこの仕組みを変える以外ないんだと思いますので、ぜひその辺も検討どうしたら上

げられるかと、いろんなことでマーケティングをやっていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 他ありますか。無ければ１点だけ、誰かから出るかと思ったんですけれど、パパスの関係で、

月曜日休んでいるんですよね。おそらく当局としては把握しているんじゃないかなと思います

けど実態を捉えていますか。 

 

○総務課長 

パパスのレストランの関係でございますが、今おっしゃられたとおり、月曜日の方をお休み

している状況でございます。理由としましてはレストラン部門で人的な部分によりまして長く

務めていただいた方が退職され、変わりの方が来られているということでございますが、その

方については簡単な部分しか出来ないという事がありまして、メインでやっていただいている

方の休み、休息の関係で月曜日を休んでいるところでございます。 

昨年から人の募集の関係についても、きちんと行なって欲しいという実際休みになったのは

昨年からでありませんけども、人的な部分が足りなくなるようなことを聞いておりましたので、

その辺の調理部門の人を配置してもらうようなことを業者のほうと連絡をとっているところで
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ございまして、先週ぐらいにその点についてまた確認をさせていただいたところ、道外一人地

元でＵターンの方もおりますけど、２名の方がレストラン部門への申込みがあったということ

も聞いております。その辺も含めて早く月曜日が開店できるような方策を取れるように申し入

れをしているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんからありませんか。なければ総務課全体としてありませんか。以上持ちまして総

務課を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○勝又委員長 

 企画政策課２点ございます。まず１番、平成３０年度普通交付税算定結果について。 

 

○企画政策課長 

 算定結果説明を申し上げる前に前段７月６日に行われました日本で最もうつくしい村連合フ

ェスティバル。大変お忙しい中、議員各位におかれまして多くのご参加をいただきました。ま

ずもって御礼を申し上げたいというふうに思います。ご覧になっていただいたとおり美しい村

連合、今後新たなそして力強くＰＲ等々を進めるということでありますし、本町においてもこ

の美しい村連合のビジョンに基づきながら、北海道の各加盟の町村とも連携会議を設けながら、

事業展開、ＰＲ活動をすすめ、全国の加入町村とも今回も何町村かと交流を図ってきましたの

で、そういった所も少しずつ交流を進めてより意味のある事業展開を図っていきたいというふ

うに考えておりますので、今後とも御支援、御指導をいただきたいというふうに思います。 

それでは交付税の算定結果でありますけども、担当より説明させていただきます。記載のと

おり昨年より若干交付税が下がっているという結果になっておりますんで、担当より御説明い

たします。 

 

○勝又委員長 

 担当 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私から、平成３０年度普通交付税の判定結果につきまして御説明を差し上げます。

１ページをお開きください。まず、最初に一番下の調整額をご覧ください。記載のとおり、調

整額が未確定となっておりまして、７月１７日に総務省に公表される予定となってございます。

例年調整額といたしまして２００万円から３００万円ほど減額となってございますので、本日

御説明差し上げます交付税の算定結果につきましては、調整率の決定前の速報値ということで

実際の交付額は、変更の可能性がございますことを御了承いただきますようお願いいたします。 

それでは算定概要について御説明申し上げます。まず一番の交付額でございますが、平成３

０年度の交付額につきましては、２２億５千７０万円の算定となっております。前年度の交付

決定額と比べまして７千５７７万４千円の減額となっており、前年度比９７％となってござい

ます。 

次に２番の交付額算定の内訳でございます。まず基準財政需要額でございますが、これは行
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政運営のための財政需要を一定の方法により合理的に関係した額でございます。 

また、基準財政収入額とは税収入の見込み額に地方譲与税などを加えて、一定割合により算

定された額でございます。この基準財政需要額から基準財政収入額を差し引きしました財源不

足分が普通交付税で措置されるという仕組みになっております。 

それでは基準財政需要額の欄をご覧ください。前年度から増加した項目の総額は７千３８万

２千円でございまして、小学校費における児童数の増、過疎対策事業債における起債償還額の

増、保健衛生費における密度補正係数の増が主な要因となっております。 

また前年度より減少した内訳でございますが、全国的な景気の回復に伴って地域経済雇用対

策費が廃止となりまして７千９６万１千円が減額となったことが大きな要因となっておりま

す。さらに道路橋梁費と補正予算債における起債償還額は減少したことなどにより、交付税の

措置額が減少しております。平成３０年度の基準財政需要額は２９億８３３万５千円となって

ございます。 

続きまして、中段の基準財政収入額の欄をご覧ください。前年度からの増加額は１千１６４

万円でありまして、自動車取得税の実績見込みによる配分額の増加などが主な要因でございま

す。また前年度からの減少額は８１６万１千円でありまして、固定資産税の評価替えによる税

額の減少が主な要因となってございます。平成３０年度の基準財政収入額は５億４千１５万６

千円となってございます。その下の臨時財政対策債でございますが、国の交付税財源調整とい

うことで１億１千７４７万９千円となってございます。前年度からの減少額は３７６万１千円

となってございます。 

次の錯誤額につきましては普通交付税の前年度以前交付分の数値修正でありますが、本年度

はございません。 

一番下の調整額につきましては、全国的に交付税総額に合わせるための調整額となってござ

います。こちらにつきましては７月１７日に公表予定となっております。 

以上のとおり、算定いたしました結果、平成３０年度普通交付税交付基準額といたしまして

２２億５千７０万となってございます。冒頭に御説明いたしましたとおり、実際の交付額は、

変更の可能性がございますので御了承いただきますようにお願い申し上げます。私からは以上

です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、平成３０年度普通交付税算定結果について速報値ということでございました。委

員の皆様方からありませんか。②番地域おこし協力隊員の内定について。担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 それでは私の方から、地域おこし協力隊の内定につきまして御説明申し上げます。２ページ

をご覧ください。今回の内定者は小島拓さん４５歳でございます。現住所が東京都葛飾区、現

在は国税庁東京国税局四谷税務署にお勤めになられております。希望されている業務といたし

ましては観光移住プログラムの企画運営スタッフであり奥様と一緒に清里町に転入されます。 

内定までの経過といたしましては、５月３１日に履歴書提出がございまして、６月１０日に

町民会館にて面接を実施し、６月１４日に内定を受託いただいたところでございます。 

勤務の開始時期につきましては８月いっぱいまでは国税庁の職員の身分でございますので、
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９月１日の採用といたしまして、９月３日より勤務を開始する予定でございます。以上で説明

を終わります。 

 

○勝又委員長 

 地域おこし協力隊の内定について説明がございました。委員の皆様から。河口委員 

 

○河口委員 

 この方は、業者は介しないで、直接町との契約。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 小島さんにつきましては、ただいま河口委員お話の通り、町のホームページから入っていた

だいて、もともとこちらの方にそういった活動、観光に携わってみたいというような部分をお

持ちだったみたいで、さらに清里町に興味をいただいている。さらに電話の何回かやりとりと、

直接奥様と来ていただいて、面接をさせていただいて、清里をいろいろ見ていただきました。

最終的に清里町に協力隊として来ていただくということで内定をさせていただいた。というこ

とでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今回内定できたということで、本当に良い人に来てもらえることになったんだなと喜んでい

ます。河口さんが言われた通り、人材派遣のほうを通じてというようなお話があった中で、清

里町独自の募集から内定が決まったということで、今まで継続してきた努力の結果なんだろう

と思いますし、清里町はこうゆうところなんだろうなと言うＰＲが功を奏したと思うので、も

う１人についても継続的にＰＲいただいてもう一人についてもこのような状況で、内定がもら

えるように頑張っていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 もうひとりも引き続き、町のいろんなサイト等を使って御紹介をしている最中である一方、

非常にもう１人の方は、緑の地域振興ということである意味テクニカルな部分も必要というこ

とで、観光サイドに従事してもらうよりもかなりハードルが高いという認識もしております。 

とはいえ、今そういったところに挑戦をしてみたいという方もいるというふうに期待をして

いるところでありますんで、そちらで募集をかけご案内するいろんなフェイスブックとかそう
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いった部分も使って清里の魅力も発信する一方、今年度中にやっぱりなるべく早い段階で、緑

の地域振興策をしていかなければならないというような部分もありますんで、両面から効率的

に人材も確保しながら、今後についても検討していきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん。池下委員。 

 

○池下委員 

 こうやって春から募集かけていて、初めてひとり決まったんですけど。当初２人予定で、ひ

とりは、緑の地域支援員ということで募集をかけてきたんだけれども、これが課長言うように

なかなか難しいと。だけど緑の町は待ったなしで過疎化になっていき、役場職員を退職とした

人が退職後にいますけど、ほとんど地域とつながりはないと思うんで。 

ここはこういった地域支援員が見つかるまで、そういうふうな人がいないのであれば、地元

清里からでもそういったやる気のある人たちを募集をかけて地域支援として使うという考え方

はないですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほど申し上げたとおり、今回の小島さんにつきましては大手の募集サイトとかそういうこ

とを使わないで、向こうから清里に来てくれたというような形であります。 

今回の緑については、池下委員もお話ししていただいたとおり、非常に時間がないというか、

緑の振興については待ったなしというような部分もありますんで、この緑の振興策につきまし

ては、ある程度お金をかけながら、全国にも登録されている人たちの中から振興策をしてみた

いという方々をピックアップしながらやっていきたいというふうに思っておりますんで、もう

既に先日大手サイトとも連携をとりながら事業をまさに今始めようとしているところでありま

す。 

これの可否につきましては早ければ１カ月程度で、遅くとも２カ月～３カ月程度で実際に清

里に興味をもってきていただけるかと言う方が決まっていくのかなというふうに思っておりま

すんで、それでももし見つからなければ、池下委員もおっしゃるような部分も十分に検討して

いかなければならないのかなというふうに、いずれにしても緑なり、今後札弦などでもいろん

な部分での地域振興策を検討としていかなければならないということから、時間をなるべく置

かないで進めて参りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 緑地域は高齢化率が一番高い状態でありまして、例えば民生委員の方もいますけど、この民
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生委員の方々も高齢化している。やはり緑は特殊な事情になってきているというふうに見える

んですよ。それで今まで募集かけてきていても見つからない状況を続いているという現実で、

ここはもうやっぱり時間がそんなに無いので、速急に見つからない場合は、地元から緑を支援

していくんだということを十分考えていかないと、本当のまちづくりなんてできないと思いま

す。 

まして地元の人間は地元のことが一番解っている。そういう利点もいろんな地域からくる人

よりはずっとそういった情報等も持っていますから、そういうところも活用していくという方

が私は返って良いんじゃないかと思いますけども。 

町が地域支援員ということで、募集をかけているのであれば、ある程度期限を決めて、例え

ば９月いっぱいとか１０月いっぱいに期限を決めて、もし見つからない場合は地元で探して何

とかしようというふうな気持ちを持たないと、本当のまちづくりって出来ない。課長もわかっ

ていると思うんで、十分踏まえた上で時間があんまりない地域なんで、進めていただければと

思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まさしくご意見のとおりだというふうに認識をしております。地域おこし協力隊についても

その中のコーディネーター的存在ということの位置づけでありまして、当然のことながら、池

下委員おっしゃるとおり地域住民が主役でありますんで、地域住民の方々の十分な意見を聞か

なければなりませんし、役場の担当課としても、地域の方や今申し上げたコーディネーターと

か地域おこし協力隊が来れて、そっちにすべて丸投げをするつもりは全くありませんので、そ

ういった部分当然のことながら地域おこし協力隊と地域。そして町が協力連携しながら、緑の

地域振興につなげていけなければならないのかなというふうに思っております。 

いずれにしましても、今お話いただいたとおり、時間軸については十分に頭の中に入れなが

ら進めたいというふうに思っておりますので御理解をいただいきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。ほかありませんか。無いようですので、以上持ちまして企画政策課を終わ

ります。ご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは総務課の先ほどの件で。 

 

○総務課長 

 先ほど加藤副委員長から、福祉入浴券の実績でございますけども、高齢者と障がい者の部分

で、高齢者の方は７０歳以上の高齢者ということで平成２９年度交付対象者が約１千１００人

ほどおります。年間最大２４回入浴券が交付されるということで、当然２９年度に到達される

方が月によってはいるので、その２４回の関係でいきますと、２万６千回ほどトータルで試算



 

- 16 - 

をしているところでございまして、２９年度の実績でいきますと９千２８５の利用となってい

まして、交付総数に対して３割から４割利用の状況。 

障がい者の方なんですけども、こちらは２９年の交付の対象等級が１２４名ほどございます。

実交付者と交付枚数対象者を拾いますと、こちらについては障がい者の程度にもよりますけど

も、対象者の内２割から３割の方が利用ということで、障がいの場合については回数が無制限

ということもありまして、同一者による利用が多いかなというふうに福祉から聞いているとこ

ろでございます。 

 

○加藤副委員長 

 利用割合から３割４割、あるいは障がいについては２割～３割。せっかくの環境の中でこう

いう実態だとした時に、高齢者に対する助成の中で非常に交通問題あるんで、私はどっちかを

選択するようなタクシー券。制度的にちょっと見直し必要かなというのは思うんで、この辺実

態としてどうなのかなという。入浴券だけで高齢者の福祉でなくて、同じ交付する時に選択を

してもらえるような環境づくりを、ぜひ。担当課は違いますが、総務課としても町全体として

ももう１歩前へ進む努力が必要かなと思います。 

 

○勝又委員長 

 大きな２番、次回委員会の開催について。事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、８月８日水曜日、この会場で行いたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 次回の委員会については８月８日ということでよろしくお願いいたします。大きな３番、そ

の他。ありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１５回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時 １分） 

 


