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第 13 回総務文教常任委員会会議録 

令和２年９月４日（金） 

    開 会  午前  ９時 17分 

    閉 会  午前 11時 19分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●生涯学習課 

①令和２年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

 

 ●総務課 

①令和２年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

②温泉施設利用実績について 

 

●企画政策課 

 ①令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

 ②清里町特産品消費応援事業について 

 ③令和２年度一般会計補正予算（第６号）について  

 ④令和２年度一般会計補正予算（第６号）（企画政策課所管分） 

 

２．議会費補正予算について 

 

３．意見書の検討について 

 

４．次回委員会の開催について 

 

５．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委 員 長   池 下   昇    副委員長  堀 川 哲 男 

     委  員   前 中 康 男    委  員  村 島 健 二 

      委  員   勝 又 武 司    委  員  古 谷 一 夫 

    委  員   岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 
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○説明のため出席した者の職氏名 

■生涯学習課長      原田 賢一   ■生涯学習課参与     三浦  厚 

■生涯学習課主幹     小林 正明   ■社会教育Ｇ主査     武山 雄一 

■総務課長        藤代 弘輝   ■総務課主幹       樫村 亨子 

■管財Ｇ総括主査     北川  実   ■管財Ｇ主査       田中 誠之 

■企画政策課長      伊藤 浩幸   ■企画政策課主幹     新輪 誠一 

■まちづくりＧ主査    半澤  忍 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長   溝 口 富 男 

    書  記   世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  これより第 13回総務文教常任委員会を開催いたします。

 

○池下委員長 

 まず１番、町からの協議報告事項について生涯学習課１点提出されております。令和２年度

一般会計補正予算(生涯学習課所管分)について説明お願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 生涯学習課からは９月定例会に提案させていただきます補正予算について、ご説明をさせて

いただきます。今回の補正につきましては大きく２点ございます。 

 １つは新型コロナウイルス感染症の影響によりまして中止が決定いたしました事業の事業

費、これの減額補正でございます。 

 それからもう１つは、スキー場に係る増額補正でございます。スキー場につきましてはシー

ズンオフ後に斜面におきまして大きな陥没が発生しております。その修繕、それからこれもシ

ーズン終了間際に壊れてしまいましたスノーモービル、こちらの新規購入の予算につきまして

提案をさせていただきたいと思います。詳細につきましては担当主幹よりご説明いたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 それでは補正予算の概要についてご説明させていただきます。１ページ目をお開きくださ

い。１款、10 項、１目総合戦略事業費、高校生海外派遣研修事業でございます。新型コロナ
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ウイルス感染症の影響によりまして今年度の研修事業が中止となったため、事業費の減額を行

うものでございます。内訳ございますが、生徒及び引率教員、町職員の旅費等の研修事業費、

総額１千 488万４千円の減額となります。 

続きまして１款、10項、１目総合戦略事業費、スポーツ合宿等誘致支援事業でございます。

こちらも新型コロナウイルス感染症の影響によりまして本年度の東京大学陸上運動部の合宿

中止し、並びに支援団体でございます後援会の活動の一部が休止となったため事業費の減額を

行うものでございます。内訳でございますが合宿団体への支援経費、支援団体の交流活動経費

など合計いたしまして 170万円の減額となります。 

続きまして９款、４項、２目生涯教育費、青少年芸術鑑賞事業でございます。こちらにつき

ましても新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、予定されていました小、中、高校生

芸術鑑賞事業が中止となったため、事業費の減額を行うものでございます。内訳でございます

が３講演の講演料 104万５千円の減額となります。 

２ページ目をお開きください。９款、５項、１目保健体育総務費のスポーツ団体支援事業で

ございます。新型コロナウイルス感染症の影響によりまして本年度の斜里岳ロードレース大会

が中止となったため、そちらの団体への支援事業費の減額を行うものでございます。内訳でご

ざいますが、スポーツ協会への補助 12 万円、斜里岳ロードレース大会実行委員会への補助

349万７千円、合計いたしまして 361万７千円の減額となります。 

続きまして、９款、５項、４目スキー場管理費、スノーモービル更新事業でございます。緑

スキー場のスノーモービルにつきましては、購入後 22年が経過しておりまして、近年故障か

頻発している状況にございました。またシーズンオフの点検整備で大きな故障箇所が発覚した

ため、このたび更新を行うものでございます。予算計上額でございますが、スノーモービル１

台分の購入経費 124 万９千円。財源は全て一般財源でございます。 

続きまして９款、５項、４目スキー場管理費スキー場陥没箇所修復事業でございます。本年

の春先の雪解け水の影響によりまして、スキー場の斜面中腹付近に陥没箇所が発見されたた

め、今回修復を行うものでございます。予算計上額でございますが、陥没箇所の掘削、埋め戻

し経費といたしまして 35万９千円、財源はすべて一般財源でございます。以上で説明を終わ

ります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当の方より補正予算について説明がありましたけども、委員の皆さん何か御質問

はありますか。よろしいですか。それでは生涯学習課全般として何か質問がありましたらお受

けしたいと思いますが。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 スキー場の関係ですけども、緑の人から相談を受けましてスキー場の看板の木が劣化してい

るということで、生涯学習課の方に相談した課が違うんですけども、その後、その辺の検討は

どうなったのかお聞きしたいんですけども。 

 

○生涯学習課長 

 道道に設置しております緑スキー場及び緑の湯の看板でございます。それにつきましては現
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場確認をすぐいたしましてボルトがもう完全に緩んで締まらない状況で看板が揺れている状

況、それからそもそも看板を設置しております木でございますが、それも相当年数が経過して

いるということから、現在業者の方に状況を把握していただき、そしてまずは危険のないよう

に処置をするということで進めているところでございます。今回の状況によりましては、また

新たなものを設置するなど、方法については今後検討してまいりたい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 

 よろしいですか。他、ありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 今年度に入ってこのコロナ禍の中で、今回関連になると思うんですけど、スポーツ団体支援

事業で協会補助部分でこれはロードレースの中での協会補助だと思うんですけども。一方、色

んなスポーツ団体がありますけどもこれに対する支援事業というのは間違いなく執行されて

いると理解していいのかどうかそこの確認だけ、よろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今回減額いたしましたのは委員おっしゃるとおり、斜里岳ロードレースに関するものでござ

いまして、それ以外につきましては執行しているところでございます。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは生涯学習課これで終わりたいと思います。御苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き、総務課を行いたいと思います。２点提案されておりますので１点ずつ説

明をお願いしたいと思います。まず１点目、令和２年度一般会計補正予算（総務課所管分）に

ついて説明お願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それではご説明いたします。１ページ目をお開き下さい。管財グループ所管分の補正予算概

要でございます。上段、総務費、総務管理費、財産管理費、緑温泉施設修繕事業でございます。

こちら温水ボイラーなんですが、こちらにつきまして平成 11年１月に緑の湯が建築されまし

てから 20年以上が経過してございまして、近年は故障等も増えていることでございまして更

新を行うものでございます。 

加えて付随する管路等の一部老朽化している部分につきまして修繕を行う計画としてござ

います。予算につきまして 600 万円を計上しておりまして一般財源とさせていただきます。

なおこちらの温水ボイラーにつきましては緑の湯自体は温泉かけ流しということになってご
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ざいますのでこちら温水ボイラーの機能はカランへの給湯、あと床暖等の館内の温水設備とし

て利用しているボイラーでございます。 

次に中段、防災対策費、防災訓練事業についてでございます。コロナウイルス感染症の影響

で当初計画してございました３年に１度の総合防災訓練が中止することとなったために計上

しておりました防災訓練の関連予算の減額を行うものでございます。予算総額は 150 万６千

円こちらの方の減額という形をさせていただきたいと思います。総合防災訓練につきまして

は、来年度以降に状況を確認しながら開催の可否を決定していくこととなるということになり

ます。 

最後に下段でございます。行政情報システム管理費、光ファイバー移設事業でございます。

道営事業として進めてございました緑ダム小水力発電事業こちらに関連しまして送電線の電

柱等の移設が行われている関係で平成 23 年にＩRU 事業として整備しました光ケーブル、こ

ちらの方の電柱強化の架け換えが必要となり、こちらの方の予算の計上を行うものでございま

す。当初、道営事業になっておりますので、道側から今年度は札弦地域の一部、こちらの方で

工事をするということになってございましたが、緑・札弦地域のほとんどが今年度で終わらせ

てしまうということになりまして、追加の予算を 240 万計上するものでございます。財源に

つきましては、こちら道営事業が原因でございますので補償費の対象になるということでござ

いまして 180 万円を見込んでございます。こちら同額ではございませんのは減耗分の控除と

いうものございまして、こちらの方の積算はまだ完了していないものですから 180 万円分と

いうことでございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当の方より、総務課所管分の令和２年度の補正予算について説明がありましたけ

ども委員の皆さん、御質問はありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点目、緑温泉の施設の修繕で、北川さんの説明の中で、平成 11年で 20年経過という形

の中でカランと暖房の温水、全面的な取り替え改修というふうに理解していいのか。それと合

わせて、この 20年間大規模改修や大規模修繕は全然行ってきてなかったのか、そこも含めて

示していただきたい、このように思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回計上しました 600 万につきましてはボイラー本体の交換、本体そのものの交換という

ことで、今までも部分的な修繕は小規模なものが発生していたと思います。あと、それ以外の

部分に関しましては各年度で予算計上して修繕しております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 基本的はこういった経過年数ですから、しっかりと修繕していただいて運営に支障はないよ

うにしていただきたいという思うところなんですけど、温泉施設でポンプがなかなか機能しな

くなったり取り替えがあったりとか温度が下がって追い炊きをしなくちゃ現実的にいかない

とか色んな状況がこの経過の中ではあったと思うんですけれども、その辺含めて今回の修繕す

る暖房機の機能というのはそういったことについても対応できるという前提で設計、設置され

ると理解しておいていいのか。単純に今あるものを取り替えるだけだと理解していいのか、そ

の辺の考え方をもう１回ご説明願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 ボイラーの能力的には同じ能力のボイラーでありまして、ボイラー自体の能力の不足によっ

て今不便を生じていることはありませんので、同じものをとご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 ほか、古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ２点目なんですけれども、防災訓練の関係。今回コロナの関係で全体的に町内における防災

訓練というのは、ほとんど全部取り止めという形になっている。ただ最近近隣町村の動向を見

ていると、逆にコロナの３密を避けたといったような感染症における訓練というのは少しずつ

取り組みが行われている状況があるというのが事実じゃないかなと。１つ気にしているのは総

務課云々じゃないですけれども、全体的にコロナだから全部取り止めだって形ではなくて、逆

にコロナの状況だからこそ、そういった状況を踏まえて感染症禍におけるそういった避難の手

法だとか方法だとかをある程度ノウハウとして蓄積していかないと後々大変じゃないのかな

という気もしないわけじゃないんですけれども、その辺の検討というのは具体的に内部的にさ

れてきた経過があるのか。今後そういった感染症禍における防災や避難訓練みたいなものを想

定した対応をプログラミングしていくという方向性の中で町としては動いているのか、その辺

の確認だけさせていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 総合防災訓練に関しましては３年に１度ということで、８月 30日に今年予定をしておりま

した。これはかなり早い時期ですので。最初予定した時期には、当然コロナの発生もなかった

ものですから通常の防災訓練で前回よりも少し色々加えたものをやりたいという考えがあり
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ましたが、その後御存じのとおりこのコロナが発生しまして避難所の設置に関しましても今ま

でと違ったものをしなければならないということが求められております。 

今の予定といたしましては１年延期して来年やりたいと思いますが、内容的には元々考えて

いたものにコロナの方をプラスしまして、その準備を内部の方ではしていかなければならない

と考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的には了解いたしました。ただ、今言った最初の質問のとおり、避難とか避難所の今言

った色んな物の設置ですとか誘導の仕方とかということが、今回このコロナの関係で、随分変

わってきているのが事実であって、従来のそうした対策というものを根本的に見直さなければ

いけない。消防庁、総務省含めて各市町村、都道府県に指示されていることだと思いますので、

そうした中で一度に大規模でやるというのは大変だと思いますので、次年度の取り組みの中で

そういったある一定の課題をきちんと明確にした中、感染症禍におけるコロナウイルスのもと

における避難のあり方とかノウハウだとか、住民サイドも行政サイドもお互い蓄積をして共有

していくことが緊急的に必要なっている状況だと思いますので、その辺を避けないで逆に言え

ば、そういった条件を前提としてそういった事業の取り組みをぜひ新年度、今総務課長から答

弁あったとおり進めていただくような方向で動いていただきたい、このように考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 総合防災訓練、私も２回ほど経験いたしました。その中の２回に関しましては災害に対して

町がどう行動するかというものを主体にやっていたと思います。ただ今年計画していた部分に

関しましては他の市町村のものを参考に見せていただいたんですけど、避難者をどう受け入れ

るかというのがメインだと考えておりますので、それにプラスしてこのコロナの対策をどう対

応していくのかという部分を、避難者目線の防災訓練にしていきたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 他ありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 光ファイバー移設事業に鑑みて現地の状況等をちょっとお聞かせ願いたいと思うんですけ

れども。現状でこの光ファイバー、札弦から緑によってのその設置、既存のもの今もあるんで

すけれども、場所によってかなり地上 GLから光ファイバーのところ、低い部分が現実あるん

ですね。それに伴い、地上高、手元にないんですけども法令的にもたしか 4.1ｍ以上っていう

のを確保しなければならない。数字は定かではないですけどもそれを下回るような案件がやっ
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ぱり道道沿いにあるんですけども。緑小学校の界隈、今後の中でその辺のアッパ―と言います

か、高低差しっかりと取りながら、他の通信のＮＴＴさんだとかの線だとかもありますから、

一概な事も言えませんけどもそこら辺も加味しながら移設設置していただきたい。 

それともう１点緑温泉施設、古谷委員からも質疑ありましたけども、この関連施設。今おか

れているボイラー室のスペース、キャパが恐らく当時に比べればかなり高能力のボイラーにな

ってきたら小型化されているだろうと思いますけども、それに関連する付帯工事、これは床暖

房の配管をするという説明ありましたけども、どこまでの関連施設を復旧修繕するのか。２年

前にカンランだとか温泉の用水路のポンプは更新というか全く新しいもの設置してカンラン

も新しくなった部分もありますので、このボイラー単体だけで 600 万の工事なのか、説明が

しっかりなかったものですからそこら辺どのような積算工程、更新まで網羅されているのか、

その２点説明をお願いします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 まず１点目の光ファイバーでございます。道道等に渡っている架線の高さが低いということ

だと思われますが、この間も１件案件ありまして、そちらも 3．何メートルということで上が

ひっかかるということでＮＴＴの方と協議しまして、4.5メートルほどまで上げさせてもらっ

ております。場所区間によりまして多少低いところというのがあの電柱の傾斜等で出てくると

ころもございますので、都度、ＮＴＴの協議しながら上げる作業を行うところでございます。

道道以外でも例えば農業用機器、トラクター等が通る所で低くなっているとこもございますの

で発生がありましたらその都度対応していく形でございます。 

２点目の方のボイラーの方でございますが現在こちらの方、ボイラーの更新がメインという

ことでございましてそちらの方で管路の方で全部の改修というのは今回想定してございませ

んのでボイラー付近の交換が必要になると思われる管路の中の弁とか、そういったものの一部

の更新を予定してございます。ボイラー本体自体の大きさはそこまで規模が変わる形ではあり

ませんので大きくなることはございません。現段階ではかなりスペースギリギリの状態なって

ございますので、今のがちょうど良く綺麗に入れ変わるぐらいの形で考えてございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 光ファイバーの件は了解です。そして後段のボイラーの件、確かにボイラー室自体がそんな

に大きなボイラー室でない中での多分工事だと思いますから、休館なり、そういう形での工事

体制を今後とられていくという理解でよろしいですね。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 工事に関しましては、今のところ予定ですけど１日程度の休館で交換ができるというふうに

考えております。 

 

○前中委員 

 あくまでもそのボイラーに付随する関連の更新というような理解でよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 その通りでございます。 

 

○池下委員長 

 他ありますか。よろしいですか。それでは②温泉施設の利用実績について説明お願いします。

担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは２ページ目の方をお開きください。令和２年の温泉３施設の人員分の温泉施設利用

実績でございます。初めに緑清荘でございますが、こちら入浴、宿泊、会食、レストランの入

込数となってございます。２月につきましては例年並みの入込となってございましたが、３月

以降につきましてはコロナウイルス感染症の影響が大きいと思われる状態でございまして、５

ヵ年対比で軒並み減少してございます。宿泊部門につきましては、繁忙期となる６月から例年

になれば繁忙期になりますが、こちら６月で宿泊者数 1,119 名、こちらに対しまして 494

名。５ヵ年対比で 44％となってございます。道民割がスタートしました７月、こちらにつき

ましても 1,955名に対しまして 1,306名ということで、５ヵ年平均対比 66％にとどまって

おりまして、依然厳しい状況となっているところでございます。 

続きまして、パパスランドの入浴につきましては緑清荘と同じく３月以降が前年割れとなっ

てございますが、こちらの方につきましては多少回復傾向になってございます。５月につきま

しては数字が大きく減になってございますが、こちらは１日から 15日まで休業してございま

して、こちらの方の影響で大幅減となっているところでございます。 

一番下段、緑の湯につきましては４月に落ち込みございましたが、こちら以降は外来客の増

加があったということで聞いておりますが５ヵ年の対比では現在のところ増加傾向となって

いるところでございます。 

続きまして３ページの方をご覧いただければと思います。各温泉施設の利用実績についての

御説明でございます。初めに上段緑清荘につきまして平成 31年度、令和元年度の実績でござ

います。利用人員の入浴施設につきましては５万 1,398 人となってございまして、前年比

99.7％、166 名の減となってございます。宿泊施設につきましては１万 2,870 人、前年比

120.8％、2,212人の増となってございます。会食施設につきましては 6,457人となってご
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ざいまして前年比 76.4％、1,995人の減となってございます。 

レストランですが２万 1,283人、前年比 114.8％、2,744人の増となってございまして、

全体で９万 2,008 人、前年比 103.1％、2,795人の増となっているところでございます。 

使用料の分でございまして入浴施設でございますが 1 千 313 万 6 千 730 円、前年比

101.3％、17万 2千 652円の増となってございます。 

宿泊施設は６千 546 万８千 353 円、前年比 119.7％、１千 78 万１千 547 円の増とな

ってございます。研修施設につきましては、こちら会食が伴えば、こちらの費用が発生しない

という規則になってございますので、こちらの方は０円となってございます。 

食堂施設につきましては５千 702万５千 855円でございまして前年比 92.7％で 446万

８千 45円の減。販売施設等につきまして 309万５千 884円、前年比 92.2％、26万３千

104 円の減となっております。全体では１億３千 872 万６千 822 人で前年比 104.7％、

622万３千 50円の増となってございます。 

次に中段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 814人、前年比 104.8％、２千 174人の増となってございます。使用料の入浴施設に

つきまして１千 590 万５千 800円、前年比 104.1％、62万３千 230円の増となってござ

います。 

食堂施設につきましては４千 398万８千 327円、前年比 104.8％、202万６千 53円の

増となってございます。 

販売施設につきましては５千 287万１千 931円、前年比 107.9％で 388万１千 953円

の増となってございまして、全体で１億１千 276 万６千 58 円、前年比 106.1％、653 万

１千 236円の増となってございます。 

次に下段、緑の湯でございます。利用人員の入浴施設につきましては２万１千 763 円、前

年比 103.9％、810人の増となってございます。 

使用料の入浴施設につきましては 665万３千 240円、前年比 106.3％、39万１千 700

円の増となってございます。販売施設につきましては 445万８千 963円、前年比 86.6％、

69 万１千 910 円の減でございまして、全体で１千 111 万２千 203 円、前年比 97.4％、

30 万 210 円の減となってございます。以上でこちら 31 年の温泉施設利用実績の方の説明

を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当の方より、②について説明がありましたけども、委員の皆さん何か御質問あり

ませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 今回、この様な形で例年６月か７月には温泉施設の利用実績並びに人員とかの説明がでて、

コロナの関係で遅れたということで今回出てきた中、コロナ禍で温泉数だとか入浴施設におけ

る金額ベースは利用料金の改定ということがありまして、そういうのも反映されて増額傾向出

ていると思うんですけれども、それが３施設の中で販売施設の全体の値上げは３つとも色々あ

るんですけども、特に顕著な中で緑の湯がここまで販売施設で売り上げが思った以上にあると

いうのは何か高価なものでも売っていうのかなとか思ったりもして、こういう比較はよくない
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んですけども緑清荘さんと比べても遜色ないというのか、かなりそういう物で販売しているん

ですか。担当課としてどのような評価リサーチしているのか、考え聞かせていただければなと

思うんですけれども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 緑の販売施設のものといたしましては大きいのは野菜考えております。それ以外の分に対し

てお菓子とかの物よりも野菜の方の売上が大きな物を占めているというふうに判断しており

ます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 確かに野菜はたぶん緑清荘さんでは扱っていないと思うんですけれども、野菜がほとんど主

流ということで緑の湯は捉えていいんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 主流はやはり野菜だと判断しております。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 他、ありますか。よろしいですか。それでは総務課全般通して、何か御質問したいことがあ

りましたらお受けしたいと思います。伊藤議員、どうぞ。 

 

○伊藤議員 

 これに関連してくることですけども、前回も、そのまた前回でもお話させてもらっています

緑清荘の昼のレストラン部門の話、何か進展しましたか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 
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 緑清荘のレストランの関係につきましては前回の委員会以降、私２回ほど社長とお会いして

再開に向けての協議をしております。残念ながら今現在何月から再開しますというところまで

は至っておりませんが、再開に向けての協議は継続させていただいております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 どういう内容で協議をしているのかは僕もわからないですけれども、人員が足りないからと

元々の話があった中で、でも町民が求めている部分も凄くあるということで、例えばホールの

方が辞められて人員が足りないんだというのであれば、今までの半分の席数だとかそういうよ

うな具体的な提案とこちらからの提案とかまた向こうからの話、具体的な話とは何かしている

んですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 休んだ経緯からいきますと、御存じだと思いますが６月から休業しています。この始まりは

ホール係の方が辞められたというきっかけとなって、そこでシフトが回らなくなった部分で休

みになりました。ただ今現在、それ以外の部分で従業員の方の体調不良による不足が加わって

いるという状況もありまして、そんな中でお話する中では、例えばメニューの数を減らしたら

どうですかとかその分で対応できないのかという話をしております。また、その中では今現在

かろうじて予約いただいた部分、５名以上となっているんですが、その部分だけは対応させて

いただいているんですけど今現在の人員ではそれが精一杯だと。ただ向こうといたしまして

も、これが良い状態ではないということは理解していまして、何とかしたいという思いもあり

ますので、その辺に向けてまた協議を進めていきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 向こうにも諸事情あるでしょうし、ただ何回も言いますが本当に町民困っているので、引き

続き再開されるまでしつこく協議していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 引き続き、再開に向けての協議は続けてまいりたいと考えております。 
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○池下委員長 

 ほか、古谷委員。 

 

○古谷委員 

 コロナ対策の関係で、役場の中シールドされて、初期に随分辛抱されて使われたりしてビニ

ールか何かでどうもやっぱり環境的にアクリルだとか、なかなか職員の顔も窓口見えません

し、たるんできたりだとかなんか衛生的にもどうなのかなと。きっと拭くのにも大変じゃない

のかなという部分で、そういった意味では職場環境におけるコロナ対策と言いますか、それと

住民が入ってきてきちっと素通しで見えて職員の顔が見えるような爽やかな職場環境をコロ

ナ対策も含めやっていただいた方が良いのかなとは大方の議員控室等でも我々話す中でも非

常に気になる部分で、小さなことですが非常に職場環境とか重要というか大事なことなので、

そういったところに意を用いてそんなにお金のかかる話でもありませんし、通販等でアクリル

買ったって１枚何百円の世界ですから、その辺工夫しながら職場環境の改善も含めて総務課と

して進めていただきたい、このように考えますけれども。 

 

○総務課長 

 机のところの仕切りに関しましては、既製品はなかなか良い値段で何かしら対処しなければ

ならないということで独自に考えて他の北海道とかの事例を参考にして直営で材料を買って

設置したところで。素人の作業ですので、あの位が限界かなと考えております。確かに既製品

きれいでよろしいんですけど、あれでもそこそこの金額が発生しているところで、何とか早い

収束を願ってのそのままの設置となっております。今後、今の部分が傷んでくるようなことが

あればその機会に別な部分を考えたいと思いますが、見栄えとコスト両面考えて続けて考えて

まいりたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今の総務課長はしないという回答だったと思うんですけれど、誰が見ても職員の皆さんの一

生懸命な手作りでやったことについては認めているわけですけれど、ただやっぱり職場環境と

か入ってきた住民対応の関係でいえば、努力したからいいという話ではなくて、それはそれで

認めた上で他の自治体や他の金融機関だとか、普通住民サービスの一般的な窓口の状況を見た

時、あのままの状態で放置しておくことが本当に良いかというのは、これだけコロナ対策で色

んな部分でお金を使っているわけですよね。その部分だけそんなにケチる必然性がどこかにあ

るのかな。そこを抑制しなきゃいけない必然性というのはどこかにあるというふうに総務課は

認識して、職員は我慢して住民に向けて私たちは頑張っているというそういった姿勢を示した

いという意味での考え方なのか。別に必要なものは職員であろうがなんであろうが役場であろ

うが民間だろうが必要なものは必要として最低限のそういったものをやっていくというよう

な姿勢が根本的に必要じゃないかなと思うんですけど、もう一度その辺の考え方整理していた
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だく可能性があるのかどうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今現在、あまり見栄えがよくないというビニールをつけたもう一つの理由というのは、それ

ぞれの島といいますか、グループによってパソコンとか複数のものが机にありまして、既製品

がうまくはまらないっていうのも１つの理由となって。 

あの辺ですと自由が利くものですから、それでああいう形のビニールで設置しているものあ

りますので、今御指摘ありましたので検討できるものがあれば検討させていただきたいと考え

ます。 

 

○古谷委員 

 本当に前向きに検討していただいて、やはりどう見たって町民サイドと言いますか、我々議

員から見てもやはりいかがなものかなと。それが１千万かかるとか２千万かかるとかの話でな

くてせいぜい 10 万単位とか 100 万単位までいくか、いかないか。既製品等においても今言

いました自由度が高いから今のままでいいという発想の中で行くのかどうなのか。その住民サ

ービスの基本的な部分で窓口ですから。そういったスタンスというのもやはり基本的にやはり

考えておくべき要素になってくると思いますのであわせて、その辺をもう一回しっかりと取り

組んでいただくような方向で再検討してください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今おっしゃられました美観の部分を配慮して検討させていただきます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 過去にも言ったんじゃないかと思うんですけど、また町内依然として外からのお客さんが入

るような部分も体温の測定とかそういうものは一切されてないんですよね。この間、ちょっと

気になりまして、今、緑清荘にお客さん登山客が相当入ってるんですけど、体温のチェックは

一切していないですよね。体温チェックどうしてしないのと言ったら、チェックの機械はある

そうです。あるけどしてない、これはどういうことなのかなと。 

それと商工会を通して、外からのお客さんが入るような部分の交流があるような感じの施設

関係含めて、お店屋さんもそうですけど体温のチェックは早急にしたらいいんじゃないですか

というのは、商工会にも僕言ってたんですけど、依然として機械は導入されるような気配もな
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いみたいですし、とっくにもう遅いんじゃないかなと思うんだけれども、今すぐ対処すべきで

ないかなと思いますけどいかがでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 所管している施設に関しましては、早速その辺の対応を確認させていただきたいと思いま

す。 

 

○勝又委員 

 飲食店関係も当然外からのお客さん、もうそんなに町内の中でコロナをよそに行って持って

くるものがない限りは、そんなに蔓延するようなことがないかもしれませんけれど、やはり一

番危惧するのはやはり外からのお客さんですよね。今、登山客が登山道ですれ違う時に、こん

にちはと声をかける、それも気持ち悪いという声も聞いておりますし、そのことも含めて外と

の交流があるような部分については、万全に注意をしていくべきじゃないかなと早急にそうい

うものを整備できるのであれば、した方がいいかなと思いますけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 それ以外についても現状がどうなっているか調べさせていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 ほか、よろしいですか。議長。 

 

○田中議長 

 先ほどの古谷委員からの職員の飛沫防止のビニールの件ですけど、私も前々からすごく気に

なっていました。何かビニールがぶら下がっているような感じ。やはり町民から見てももう少

し見やすいような体制にする。多少費用がかかってもコロナ対策、これは今年限りではなくて

これから先何年も続いていくかもしれない。先の見えない状況なので、早急にもう少し見やす

い、ビニールがぶら下がってる感じで見にくくて誰が見ても気になっているんです。みんなそ

う思っているんだけど、それが節約とかには見えない、だらしなく見えるのでもう少しきちん

とそういう環境の中で整備してもらいたいなと強く要望します。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 
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 設置した時は自分たちで考えて自分たちなりに満足してやらせていただいたんですけど、や

はり見る目がそれぞれ違いますので、設置した時には早い収束を願いも込めていたものですか

らそのうち早く外せる時期が来てほしいという思いもありましたので、ただ現状として引き続

き大都市で続いておりますので今おっしゃられました意見を参考といたしまして検討させて

いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは、総務課これで終わります。ご苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き企画政策課を行いたいと思います。４点提案されておりますので１点ずつ

説明お願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 私の方からは令和元年度の健全化判断比率及び資金不足比率の状況につきまして、御説明を

いたします。企画政策課１ページをご覧ください。この件に関しましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律の規定により議会に報告をするものでございます。また同法第３条第

１項の規定におきまして、毎年度において前年度の決算の提出を受けたのち、速やかに実質赤

字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報

告し、かつ公表しなければならないと規定をいたしております。 

また、同法の第 22条第１項におきまして資金不足比率について同じく議会への報告及び公

表をすることについて規定をいたしております。まず上段の健全化判断比率の表になります

が、健全化判断比率につきましては４つの指標により、地方公共団体の財政状況を判断すると

いうものでございます。初めに実質赤字比率でございますが、これは一般会計等の実質赤字額

を標準財政規模で割った比率を指しておりまして、本町においては表の中に数値が記載されて

おりませんが、これは歳入から歳出を差し引いた額に赤字が生じていないということによるも

のでございます。なお表にありますとおり、早期健全化基準は15％以上、財政再生基準は20％

以上となってございます。 

続きまして連結実質赤字比率につきましては一般会計から特別会計まで合算しました連結

実質赤字額を標準財政規模で割った比率を指しております。本町におきましては簡易水道事業

と農業集落排水事業の公営企業会計を除く会計の合算で算出をいたしております。こちらも赤

字額が生じている会計はございませんので、表の中には数値は記載をされておりません。なお

早期健全化基準は 20％以上、財政再生基準は 30％以上となっております。 

次に標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債費比率につきまして

は、令和元年度は 9.5％となってございまして前年度比 0.1 ポイントの増となってございま

す。実質公債費比率の早期健全化判断基準は 25％以上、財政再生基準は 35％以上でござい

まして当町は大きく下回っているという状況でございます。 

次に、債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還見込み等を含めました負担比率を示す将

来負担比率につきましては、債務負担行為負担見込み額及び地方債の残高などが減少している



‐17‐ 

 

ことなどから、平成 24年度より数値につきましては発生をいたしておりません。 

最後に中段の表になります資金不足比率でございますが、公営企業会計における資金不足額

を事業の規模で割った比率を指しております。本町における公営企業会計につきましては、簡

易水道事業特別会計農業集落排水事業特別会計が該当し、歳入から歳出を差し引いた額につき

ましては、共に収支は黒字となっておりまして、資金不足は生じていない状況でございます。

そのため数値は記載されておりません。なお、経営健全化基準は 20％以上となってございま

す。ただいま御説明いたしましたとおり、本町におきましては健全化を判断するための４つの

指標及び資金不足比率につきましては、それぞれ基準内の数値となっております。なお、この

健全化判断比率につきましては、冒頭に御説明いたしましたとおり、監査委員の意見を付して

議会に報告するものでございまして、８月 27 日付で監査委員より審査意見書の提出がなされ

ております。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま①番、令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率について説明がありましたけど

も、委員の皆さん何かご質問ありますか。よろしいですか。 

それでは②の説明をお願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 私の方から企画政策課案件２点目の特産品消費応援事業につきまして、概要説明させていた

だきます。資料が２ページご覧いただければと思います。これまで７月、８月の常任委員会で

事業案の説明をさせていただきまして、各委員また関係者の御意見いただきまして事業内容、

事業規模に若干の修正を行っているところでございます。 

①目的でございます。これまでこちらにつきましては同様の趣旨でございます。新型コロナ

ウイルスのさまざまな影響によりまして、町最大の特産品じゃがいも焼酎の売り上げが激減し

ているというところでありまして、町といたしましても地域住民に愛される特産品であること

の確認、ＰＲ、そして町内取扱酒店で使用できるプレミアム購入券発行によりまして、消費拡

大を図ることとしたいと考えてございます。 

②番、事業名も同様の特産品消費応援事業といたしまして、③番、事業の内容でございます。

前回からの修正点となります内容でございますが、対象者を 20歳以上の住民を基本といたし

まして、郵送での案内に焼酎事業に関するアンケートを同封いたしまして、そのアンケートの

回収引き換え時に 50ミリリットルのミニボトルのセット、このような商品ございますのでこ

ちらをお渡しするような形で考えているところでございます。 

プレミアム購入券につきましては清里焼酎を町内で購入する際に使用できるものというこ

とで１枚 1,000円の額面で 20歳以上の住民に３枚配布を考えてございます。 

④番、実施期間でございますが事業の管理ですとか、店舗側の整理、このようなものを考え

ひとまず令和２年11月から令和３年１月末までの３ヶ月間を見込んでいるところでございま

す。 

予算計上する経費の内容でございます。券の印刷また事業案内の印刷関係に合計 30万３千

円、郵送料に 31 万４千円、引換券、購入券の補填となる交付金といたしまして 217 万８千

円と購入券分 660 万円、予算額の合計といたしましては 939 万５千円を見込みまして、９
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月定例議会で提案をしたいというふうに考えてございます。以上、特産品消費応援事業の概要

説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただ今担当より、②特産品消費応援事業について説明がありましたけれども、何か御質問あ

りますか。よろしいですか。それでは③番、説明お願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは令和２年度一般会計補正予算（第６号）につきまして、概要の御説明をいたします。

企画政策課の３ページをお開きください。最初に大変申し訳ございませんが、訂正がございま

す。歳入の１番上段の地方交付税でございますが、右の欄の主な内容をご覧ください。普通交

付税９千 16 万１千円となってございますが、左の補正額にありますとおり、正しくは１千

139 万９千円、11,399 でございます。大変申しわけございませんが訂正をお願いいたしま

す。 

それでは補正予算の説明をさせていただきます。今回の補正につきましては歳入歳出それぞ

れ３千 932 万４千円を追加いたしまして予算の総額を 65 億 220 万円とするものでござい

ます。なお表の右側、主な内容欄につきましては、今回の補正に係る主な事業について掲載を

いたしております。初めに下段歳出の補正内容からご説明を申し上げます。最初に議会費でご

ざいます。議員視察研修事業 493 万９千円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響で中止となりました道内・道外所管事務調査及び研修旅費等の減額を行うものでござい

ます。議会費の合計で 553万３千円の減額となってございます。 

次に総務費です。緑温泉修繕事業 600 万円につきましては、老朽化した緑温泉の温水ボイ

ラーを更新し、あわせて暖房関連設備の改修を行うものでございます。防災訓練事業 150 万

６千円の減、及び植樹祭事業 61万２千円の減につきましては、こちらも新型コロナウイルス

感染症の影響により事業を中止することになったもので事業費の減額を行うものでございま

す。光ファイバー移設事業 240 万円につきましては、道営事業の緑ダム小水力発電に係る電

柱の移設などに関しまして、光ファイバーの移設が必要なことから、関係機関の光ファイバー

の移設を行うものでございます。地域おこし協力隊募集採用選考事業 199 万５千円につきま

しては、観光振興の促進を図るために、主に観光振興と情報発信に知識や技術、熱意のある人

材を地域おこし協力隊員として募集をするものでございます。 

都市農村交流事業 117 万８千円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に

より当初参加を予定しておりました鶴ヶ島産業まつりが中止になったことから、参加経費を減

額するものでございます。 

住基システム改修事業に 222 万２千円につきましては、デジタル手続法が成立したことに

伴いまして住基システムの改修を行うものでございます。日本で最も美しい村推進事業 63万

９千円の減、ふるさと応援事業 36 万７千円の減、高校生海外派遣研修事業１千 488 万４千

円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、当初参加派遣を予定

しておりました事業が中止となったことから旅費等の経費を減額をするものでございます。 

スポーツ合宿等誘致支援事業 170 万円減につきましては、こちらも新型コロナウイルス感

染症の影響によりまして、東大陸上部の合宿が中止となったことから補助金等事業費の減額を
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行うものでございます。 

続きまして新型コロナウイルス感染症対策費といたしましては全体で２千 543 万７千円を

計上いたしております。コロナ対策費の内訳といたしましては特産品消費応援事業 939 万５

千円、こちら新輪主幹から説明ありましたとおり、じゃがいも焼酎のプレミアム購入券を配布

いたしまして特産品のＰＲと消費拡大を図るものでございます。 

指定管理施設経営安定化事業 73万１千円につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大

防止に係る町からの宿泊休業依頼によりまして減収が生じている斜里岳山小屋の指定管理者

に対しまして、収支欠損部分の支援を行うものでございます。 

高齢者等の暖房費等支援事業 756 万円につきましては、家庭で過ごす低所得高齢者等に対

する助成額を当初予算の１万円から５万円に増額し、生活の安定と福祉の増進を図るものでご

ざいます。生活応援事業 775 万１千円につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、追加支出を余儀なくされた低所得者世帯に対し生活応援するために見舞い金を支給する

ものでございます。総務費合計の補正額といたしまして１千 716万８千円を計上いたします。 

次に民生費です。高齢者等の暖房費等支援事業 156 万円の減につきましては、総務費の新

型コロナ対策費としての補正予算の計上に伴いまして、民生費で当初予算の計上済みの 156

万円を減額補正するものでございます。子ども子育て支援交付金事業 132 万４千円につきま

しては令和元年度の子ども子育て支援交付金に係る事業実績による返納金でございます。民生

費全体で 31万５千円を計上いたします。 

次に衛生費です。網走厚生病院脳神経外科医療体制整備財政支援負担金事業 168 万６千円

につきましては、昨年度、債務負担行為を設定いたしまし、網走厚生病院脳神経外科の運営に

伴う収支損失金に係る財政支援負担金でございます。 

農業集落排水事業特別会計繰出金事業 360 万２千円の減につきましては、令和元年度から

の繰越額の確定によりまして一般会計からの繰出金を減額するものでございます。衛生費合計

で 175万９千円の減額となってございます。 

次に、農林水産業費です。焼酎事業特別会計繰出金事業３千 400 万６千円につきましては

焼酎売払収入の減収に対する充当を行うために繰出金の増額を行うものでございます。農林水

産業費合計で３千 315万２千円を計上いたします。 

次に商工費です。産業まつり実行委員会補助事業 514 万８千円の減につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響で中止といたしました産業まつり経費の減額を行うものでござ

います。桜の山階段修繕事業 130 万円につきましては、老朽化し破損しているさくらの山の

木製階段の修繕を行うものでございます。商工費合計で 444 万８千円の減額となっておりま

す。 

次に土木費です。道路橋梁指定管理委託事業 78万円につきましては、指定管理者に貸し出

している建設車両の大規模修繕に伴い、委託料の増額を行うものでございます。 

次に消防費です。斜里地区消防組合清里分署負担金事業 270 万３千円につきましては、救

急業務における救急隊員への新型コロナウイルス感染リスクを軽減するために、備品の整備を

行うものでございます。 

次に教育費です。青少年芸術鑑賞事業 104 万５千円の減、スポーツ団体支援事業 361 万

７千円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で中止といたしました小中高校

生の芸術鑑賞と斜里岳ロードレースにかかる経費の減額を行うものでございます。スノーモ－
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ビル購入事業 124 万９千円につきましては、緑スキー場に配備されている老朽化したスノー

モービルを更新するものでございます。教育費の合計は 305 万４千円の減額となってござい

ます。 

続きまして歳入を説明いたします。上段歳入の表をご覧ください。 

 地方交付税につきましては、今回の補正予算のうち、新型コロナ対策事業費以外の事業にか

かる一般財源分といたしまして１千 139万９千円を計上いたします。 

次に国庫支出金です。デジタル手続法対応システム整備費補助金といたしまして 222 万２

千円を計上いたします。 

次に繰入金です。財政調整基金繰入金といたしまして３千 77万５千円を計上いたします。

内訳といたしましては表に記載のとおり新型コロナウイルス感染症対策事業にかかる一般財

源分といたしまして２千 498万１千円、焼酎会計繰出金といたしまして３千 400万６千円、

消防組合負担金といたしまして 270 万３千円、また新型コロナウイルス感染症の影響により

ます事業の中止分といたしまして３千 91万５千円の減額となってございます。 

次に諸収入です。障害者自立支援給付費負担金過年度追加交付金といたしまして 642 万８

千円、斜里岳ロードレースの中止に伴いまして、日本スポーツ振興センター助成金として 100

万円の減額、さくらの山階段修繕事業に伴う日本森林林業振興会交付金といたしまして 100

万円の増、光ファイバー移設事業に伴う雑入といたしまして 180 万円の増、合計で 822 万

８千円を計上いたします。 

次に町債です。臨時財政対策債の額の確定により 470 万円の増、産業まつりの中止に伴い

ます地域イベント実行委員会補助事業債といたしまして 500 万円の減、高校生海外派遣研修

事業の中止に伴いまして、高等学校総合支援対策事業債といたしまして１千 300 万円の減合

計で１千 330 万円の減となってございます。冒頭説明いたしましたとおり歳入歳出それぞれ

の補正額は３千 932 万４千円でございまして、補正後の予算額は 65 億 220 万円となって

ございます。 

続きまして４ページをご覧ください。地方債の補正でございます。まず上段、１変更の欄を

ご覧ください。臨時財政対策債につきましては当初予算で８千万円を計上いたしておりました

が、額の確定により 470万円増額し、８千 470 万円に変更いたします。高等学校総合支援対

策事業債、こちら過疎ソフト事業でございますが、当初予算で高校の総合支援対策事業に１千

500万円と、海外派遣研修事業に１千 300万円合わせて２千 800万円を計上いたしており

ましたが、海外派遣研修事業の中止に伴いまして１千 300 万円を減額し変更後の限度額を１

千 500万円とするものでございます。 

次に下段、２廃止の欄をご覧ください。地域イベント実行委員会補助事業債、こちらも過疎

ソフト事業でございますが、当初予算で 500 万円を計上いたしておりましたが、事業の中止

に伴いまして、記載を廃止するものでございます。 

続きまして６ページからは今回の補正内容の主な事業概要について記載をいたしておりま

す。この後、各課よりそれぞれの事業の詳細について説明がございますので、ここでは省略を

いたします。以上で令和２年度一般会計補正予算（第６号）の概要の説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より③補正予算（第６号）について説明がありましたが委員の皆さん、何かご
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質問ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ２点ばかり確認をさせていただきたいのですが、１点目、８月の補正の段階でもお話したん

ですけれども、国の臨時交付金、なぜ特定財源は明らかなのに今回も財源手当てしない。その

中、財源手当てしない特別な事情があるのか。例えば、８月の補正では道の補助は補正かけて

いますよね。全部内示ですよね。全部精算措置ですから今後。財政上のそういった特定の財源

は明らかなのに財源充当しない根本的な理由、財政上の理由、それをまず明確にしていただき

たい。特別な事情があるから、そうしているんでしょうから。 

２点目、特産品消費応援事業との焼酎特会の繰り出しの関係、前回の委員会で焼酎の関係説

明いただいて販売の関係でいきますと売り上げが大体１億を５千万を割る、4,900 何十万っ

ていう形。今回、一般会計の総務費で予算を組んだ中に特産品の消費応援事業で 939万 5千

円、この中で焼酎の売り上げが出てくるわけですけども、その関係との整合性は今回どういう

形で図っていくのか。前回はそういったのを見込まないで前回の委員会の中では、予算の一般

会計の繰り出しが今回３千何百万円、それにプラスアルファに当初組んだもので 6千万を超え

る形、今回修正されてきてそういったものが前回の焼酎の減額に向けての補正や圧縮予算とい

う形の考え方、その中で売上げの中にはこういった要素は全く入れないでやってきて整合性が

どういうふうに焼酎特会と捉えられたのか。この２点をあわせて説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず１点目の国の臨時交付金の関係でございます。この二次分の交付金内示では１億９千万

ほどかなというふうに思っているところであります。実は二次の部分につきましては申請につ

きましては、北海道の申請は９月 15日になっています。また、その後の国への申請について

は北海道と調整しながら９月末ということでこの国の臨時交付金がなっているところでござ

います。 

現在そのようなこともありまして、今どの事業に充当するかということを行っているところ

でございます。申請がこれからということもありまして、内示は受けているんですけどもその

点については今後の 12 月の補正の段階で間に合えば多分 9 月末に申請すれば 10 月ないし

11 月には向こうからこの事業にということで決定するのかなというふう思いますので、その

段階で国の臨時交付金については充当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。それまでは財政調整基金の方、充当を行っているところでございます。 

２点目の特産品の応援事業の関係でございます。委員におっしゃっているとおりかなという

ふうに思ってるところでございます。今回先ほど説明したとおり総務費の方で 939 万５千円

ということで、この焼酎に係る応援事業の方を補正計上したいということで提案をさせていた

だいております。この事業につきまして、当然焼酎の売り上げに関わってくるかなという部分

ございますけども、まだどれ位のということが見込めない部分がございますので、それについ
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ても12月のときに合わせて今後の補正の中で繰出し等の中でその分についても調整が図れれ

ばいいのかなということで、今回については焼酎の方のところには充当していない部分でござ

います。それについても、今後の補正の中でしっかりと先ほど言った国の臨時財政交付金、焼

酎関係、またそれ以外でも今後コロナ関係も含めて補正があるのかなというふうに思ってもお

りますので、その辺今後の事業の中で改めて充当していきたいというふうに思ってるところで

ございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今の課長の説明については説明内容はわかりました。一般論的に言えば、国庫補助事業や国

庫交付金事業は補助の決定で事業着手なんてあり得なくて、基本的には申請で内示あった段階

において充当している全ての事業にあって、今後のそういった大規模投資事業は全部内示の段

階では事業をやらないという論理展開はならないでしょう。財政の王道の中できちっとやっぱ

りルールはルールとして特定財源が明らかになっているものについては財源充当していって

足りないものは一般財源できちんと補填していく、さらにきっと起債の関係等についても今後

動いていきますから。課長おっしゃったとおりいろんな部分でそれは組みかえはあるけれど

も、ただ、財源が特定財源と明確になってきている、内示を受けてそれは当然学校の事業であ

ろうがほかの修繕事業であろうが道の事業であろうが当たり前の話であって、そういった変則

を原則論的に置きかえてやっていくのは今後の財政運営上もやはり問題があると思うので、そ

の辺の基本的な財政運営上のルールというものをもう１回、町の中で確認して今後執行してい

ただきたいと強く要請したいと思います。 

去年以降、今回決算もありましょうけども全部変則的なものが原則論に置き換えている部分

があってやっぱりきちんと原則は原則できちんとやった上で、やっていくということがやはり

本来の市町村財政運営のあり方、それともう１点の焼酎の関係についても非常に状況はよくわ

かります。焼酎さらに厳しい状況にも落ちいっている、なかなかそういったものを見込んで例

えば600～700万を今回町から一般会計の中で対策練ったものを売り上げとして見込んでい

くと、また更に起きたときにもう一回いうのはリスクがあるような関係にもありますけども、

説明を予算の段階でそういったことも含めて丁寧に説明されて対応していって12月ないし３

月の段階、また専決伴う部分もあるでしょうからやっていく。やはりそういった丁寧な説明を

しながら方向性とか課題がどこにあるかということを明示した上でやっぱり予算は組まれて

いくべきであって話してしまうとわからないだろうというそういった意味でやったわけでは

ないと思うんですけれども、前回の８月の委員会の中では焼酎の補正は考え方だけ説明された

だけであって、今回正式に９月に減額で一般会計から繰出しますよと最終的な関係は今日は焼

酎の方からあがってきていないわけですよね。当然こういったことと連動しているのにそうい

った措置をこの程度の説明であれば議会もわかってくれるだろうというふうに思いながらや

っているのか、その辺のもっと丁寧な説明がこれから求められると思いますので、良い悪いで

はなくて、もう少し原則論もきちんと踏まえた中で予算というものが執行されていくのが然る

べきだと思いますのでその辺の対応についてもぜひ内部的にどうあるべきかについては検討
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を加えた上で次回、定例会の補正予算を提案してください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま古谷委員から財政運営の関係、色々御指摘を受けたところかなというふうに思いま

す。国の臨時財政交付金の関係でございますけど、これについて内示というか限度額が示され

た部分でございます。その辺もありますけども今言われたことも含めてまた焼酎の関係、また

全体的な財政運営の手法だったり、説明の方法も含めて整理、検討させていただければという

ふうに思いますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 他、ありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 今、財源的な中身の話の議論かなと思うんですけれども、今後、この財政調整基金繰入金と

いう処理の方でやられてこういった形になっていますけれど、前段、焼酎の特会に対する財源

繰入れをこのような形で出ていますけども、今後この今説明があったように特産品消費応援事

業との関係性、ここは臨時財政交付金に今後申請可能かどうなのかという部分もあるのかなと

思うんですけども、もし可能だとすればもう１弾、第２弾の方向性もやはり担当としても捉え

ているのかどうなのかがやはり大切な問題で、完全に特別会計の問題ですから焼酎会計は。課

を横断した中での議論をしっかりと丁寧に構築していかないと、なかなか厳しさもあるので、

しっかりとやっていただきたい。 

それともう一つそれに鑑みて、繰入金の中の財政調整基金繰入金の中にある事業中止減額

分、大ざっぱな３千 91万５千円というのはわかるんですけども、見て大体わかりはしますけ

ども内訳だけわかると思いますので、説明していただきたい。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回のコロナの関係で中止になった部分で、３ページの表でも記載されている部分はござい

ますけども防災訓練事業、金額も説明した方がよろしいでしょうか。事業名だけでよろしいで

すか。 

 

○前中委員 

 ざっと見た感じ金額的に合わないんじゃないかなと思ったものですから。 

 

○企画政策課長 



‐24‐ 

 

 ここには主な事業しか載せていない部分ありますので、若干細かい事業は載ってない部分が

ございます。 

 

○前中委員 

 その部分だけ教えていただければと。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それで私の方から説明させていただきます。まず議会費でございますが、視察研修随行事業

59 万４千円の減額となってございます。それと総務費は全て減額のもの載せてございます。

それと民生費も全て減額のものは載せてございます。 

衛生費の農業集落排水事業これもマイナスになっているんですけども、こちらはコロナの影

響ではない減額ですので、こちらは入っておりません。 

続きまして農林水産業費でございますが、農業委員会の視察研修事業が中止によりまして

85 万４千の減額となってございます。商工費でございますが、じゃがいも踊り実行委員会補

助事業が 60万円の減額となってございます。それと教育費でございますが、スポーツ協会補

助事業こちらも斜里岳ロードレースの中止に伴いまして 12万円の減額となってございます。

以上でございます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 前段の部分でございます。特産品応援事業の関係の御質問もあったのかなと思います。今回

特産品応援事業 900 万ちょっとということで、どちらかというと町内向けの部分で今回焼酎

の方と連携して行ってございます。前回の委員会でも御指摘ありましたし、今後、町外も含め

た中で焼酎の売り上げ減少に係る対策も必要かなというふうに思ってございます。焼酎工場と

も連携しながら、この辺についてはきちんと行っていかなければならないというふうに思って

います。 

それから、全体的な焼酎会計の関係については当然町の一般会計からも多額な繰出しをして

いる部分でございますので、町全体の財政の部分の中で、焼酎会計についても十分に焼酎工場

側と連携をとりながら町財政の方の運営もありますので、その辺連携取りながら運営をしてい

きたいというふうに思っているとこでございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 
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 先ほど前段の方の説明あったんですけども、今例えば細かな話、農業委員会云々だとか、本

来的に財政調整基金繰入金の減額という性質に相反してる、そこはどういう考えで捉えたら良

いですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この関係、一般財源分でございますので、どこに戻すというのはなってないんですけども、

今回コロナ関係で減額金ということで財政調整基金の方にさせていただきましたのでご理解

いただければというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。よろしいですか。③番よろしいですか。それでは④番一般会計補正予算の

企画政策課所管分について説明お願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは令和２年度一般会計補正予算（第６号）の企画政策課所管分の補正の概要を説明を

させていただきます。企画政策課の８ページをご覧ください。上段から順に説明をさせていた

だきます。 

まず２款総務費、３目開発促進費、１目企画振興費、地域おこし協力隊募集採用選考事業に

つきましては、観光振興の促進を図るために総務省が進める地域おこし協力隊を活用いたしま

して主に観光振興と情報発信に知識、技術、熱意のある人財を隊員として募集をするものでご

ざいます。補正額といたしまして、旅費が 18 万円、募集のための広告料といたしまして 27

万５千円、募集業務委託料といたしまして 154 万円、合わせて 199 万５千円を計上いたし

ます。財源は全額一般財源となってございます。 

次に 10項総合戦略費、１目総合戦略事業費、日本で最も美しい村推進事業につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、日本で最も美しい村連合の総会や各種事業の

開催が中止となったことによりまして参加経費を減額をするものでございます。補正額は旅費

といたしまして 63 万９千円の減額となってございます。ふるさと応援事業につきましても、

東京清里会と札幌清里会の総会の中止に伴いまして、参加経費を減額するものでございます。

補正額は旅費といたしまして 31万３千円の減、参加負担金といたしまして５万４千円の減、

合わせて 36万７千円の減額となってございます。 

次に 11項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費、特産

品消費応援事業につきましては、じゃがいも焼酎のプレミアム購入券を 20歳以上の住民に配

布をいたしまして、特産品の消費拡大と清里焼酎取扱い店での利用の増加を図るものでござい

ます。補正額は印刷製本費といたしまして 30万３千円、通信運搬費といたしまして 31万４

千円、交付金といたしまして 877万８千円、合わせて 939万５千円を計上いたします。財源

は全額一般財源となってございます。 

指定管理施設経営安定化事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
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に町からの宿泊休業依頼によりまして休業を余儀なくされ減収が生じている斜里岳山小屋の

指定管理者に対しまして、収支欠損分の支援を行うものでございます。補正額は指定管理業務

委託料といたしまして 73万１千円を計上いたします。財源は全額一般財源となってございま

す。 

次に９ページをご覧ください。６款商工費、１項商工費、２目観光振興費、産業まつり実行

委員会補助事業及び次の段のじゃがいも踊り実行委員会補助事業につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で中止いたしました産業まつりと前夜祭のじゃがいも踊りの実施経費

を減額をするものでございます。補正額は、産業まつり実行委員会補助が 514万８千円の減、

じゃがいも踊り実行委員会補助が 60万円の減となってございます。なお産業まつり実行委員

会補助には財源といたしまして、当初予算で過疎対策事業債を 500 万円充当いたしておりま

したので、今回の補正と合わせて減額をいたしております。 

さくらの山階段修繕事業につきましては、さくらの山の木製階段、オートキャンプ場から宇

宙展望台に昇る階段でございますが、経年劣化により激しく破損をしていることから修繕を行

いまして利用者の安全を図るものでございます。補正額は修繕料といたしまして 130 万円を

計上いたします。財源は日本森林林業振興会交付金といたしまして 100 万円、残りは一般財

源となってございます。以上で令和２年度一般会計補正予算（第６号）企画政策課所管分の概

要の説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 担当よりただいま④番について説明がありましたけども委員の皆さん何かご質問あります

か。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 １点。地域おこし協力隊の募集採用について確認したいと思います。地域おこし協力隊につ

いてはなかなか現在、売り手市場になってきているということで、なかなか募集しても採用に

至らないという状況が続いている。これが現実なのかなというふうに思いますけども、前回も

そういうことを踏まえて民間の業者委託ということでいわゆる成功報酬制と言いますか、そう

いうことで募集の仲介をしてもらったということで採用をした経緯がありますけども今回の

募集採用についてはどのような形でするのか確認したいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの地域おこし協力隊の募集の関係でございます。委員からあったとおり、前回の募

集につきましては成功報酬型ということで、大手の求人サイトの方に広告等もあげながら成功

報酬型で行ったということでございます。その前の前回ではなくて過去の募集につきましては

北海道観光まちづくりセンターというところがあるんですけども、そこが地域おこし協力隊関

係の人材について中心的にやっている部分で、近隣の町村についてもそこのセンターを活用し

て行っているというのが今回近隣の状況を調べた中でわかりました。 



‐27‐ 

 

うちの町についても過去、北海道観光まちづくりセンターを通して募集をした経過がござい

ます。その関係も含めて、やはり地域おこし協力隊ってことありますので一番ノウハウもって

いるところがいいかなということで今回、そこを今のところ予定をしてございます。成功報酬

型も転職の求人の関係で成功報酬ということで地域おこし協力隊だけではなくて、いろんな部

分の人材の転職を求人したりとかというようなサイトでございますけども、今回近隣の状況を

聞きながら、今回については前回うちの町でも行いました観光まちづくりセンターの方と連携

をしながらということで、今現在そのような募集をしていければということで考えているとこ

ろでございます。 

 

○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 業務委託料の他には広告料ですとか旅費ということで予算もあがっているので、広告に載せ

たりだとか東京の方に出向いて移住体験センターですとか、そういうところを利用するのかな

というのを想像しますけども、ぜひ前回の反省と言いますか、任期途中で帰られた協力隊のこ

ともありますから、採用に当たっては町に溶け込む人材、あるいは協力隊の方が充実した３年

間を過ごしてもらえるような形できちっとした相談に乗ってあげたりだとかそういうことに

町は力を入れていただきたいと思いますし、199 万という金額は決して安い金額ではないの

でしっかりとした採用に当たっては町側の検討を含めて対応をお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回、地域おこし協力隊募集採用選考の事業の経費としまして 199 万５千円ということで

提案をさせていただいております。財源ありきではないですけども、国の方の特別交付税の措

置としまして募集に当たっては一応 200 万円まで上限に措置がございます。その範囲内でと

いうことで考えてございます。 

業務委託料ついては先ほど言ったまちづくりセンターの方と連携しながらということで委

託料の方は弾いておりますけども、当然それ以外の広告料の関係についても全部使うのかどう

かも含めて、町のホームページとか新聞とか色んな部分を活用しながらということも考えてい

ます。全部使うかどうかについては今後の部分でなるべく最小の経費で最大の効果が上げられ

るような形での募集もしていきたいというふうに思ってございます。 

旅費についても今現在こういう形なので、これは面接に行く旅費とか向こうでの募集に係る

経費、また他の町に聞いたら逆にこちらの方に来てもらってということもあるようです。その

部分で面接をしたいというのもありますので、その辺も十分に検討しながら行っていきたいと

いうふうに思います。 

また地域おこし協力隊の関係でございますけども、前回でも本来の目的は何かということで

たしか古谷委員からも御指摘あったのかなというふうに思います。過去の実績、また評価も踏
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まえて今後の地域おこし協力の在り方についてきちんと町としても支援体制をとれるような

形も含めて十分に検討して、今回、募集ができればなというふうに思っておりますので御理解

いただければというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 関連した部分がありますけれども、課長からお話あったとおり堀川委員の質問に答弁された

とおり、本来の在り方という形とかなり制度的に長くなってきた段階で濃淡とか明暗がはっき

り出ている事業だと国も認めているわけであって、その中で成功事例をきちんと見てみるとや

っぱり来た方が本来の役割というものをきちんと担える環境、条件それともう１つは孤立して

いかないという条件、従って上川方式だとか富良野方式だとか色んな新しい複数で５名とか６

名、それが１つのグループとなりながら、地域の若い人達と観光とか街中の活性化とか、そう

いった形できちっと孤立しないで仕事ができる条件。 

どうも前回の委員会でお話うかがった時、今いる３年の方がもう期間がくるのでそれを単純

に言えば、観光協会の事務的な職員の補充的な要素をインターネットの SNS だとか情報発信

これは当たり前で誰がやってもほぼ若い方はできるわけであって、そういった意味では活用の

環境、条件をもう１回しっかり整理した中で、ただただ人的に補充をしていくだけで、やはり

なかなか難しい部分もありますので、この際ですから先ほど課長が言ったとおりどういうふう

本当に活用していくのか活用の集団手法というのをもう少し昨日今日始めた事業じゃないで

すから。 

しかも明らかに失敗事例と成功事例というものが全国的にあるわけで、課題も明確化になっ

てきている、そして堀川委員が言ったとおり、選ばれる町じゃないともうだめだ。逆に言えば

売り手市場、しかも特殊能力、ただ田舎が良いからとかそういった個人の趣味的な延長ではな

かなか仕事として成立して行かないと明らかになっていますので、３年後の起業化とか地元に

定住だとかということも含めた時にもう一度、町の立場でこれだけの経費かけて、さらに特交

がありながらも人件費をきちんと町が担っていくという状況であればもう一度その辺の仕組

み、形、活用の方法がどうあるべきか。これは非常に失礼ですけども観光協会自体の体制がど

ういう形であるべきかという形も含めて現実的に観光協会自体もどんどん世代交代していて

外から来た人を中心にして地元は１名位しかいない。その中で観光という経験を持たない素人

中心で事業をやっていく、その中で事業が肥大化していって新しい人を入れて行く、誰が育っ

ていくんだと言ったってなかなかそういったのが明確に役場との関係に見えてこないそうい

ったリスクを背負いながら、余計来た方がしっかりと本来の役割を担うには孤立しない、しっ

かり能力を活かせるそういった条件、地域とのコネクション、コミュニケーションが取れると

いう環境というのが、ある意味役場が主導してとっていくんだという形の方法論も含めてぜひ

検討願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 ただいまの関係でございます。堀川委員からもありました。先の常任委員会でも古谷委員か

らも地域おこし協力隊の関係については御質問があったのかなというふうに思います。今言わ

れました地域おこし協力隊の本来の目的は何かということも踏まえ、また今お話に出ておりま

した役割だとか、それぞれ地域おこし協力隊の環境、仕組み、孤立しないサポート体制も含め

て整理をさせていただきながら今後の地域おこし協力隊の事業については当たっていければ

というふうに思っていますので、今いただいた意見等を参酌しながら進めていきたいというふ

うに思っております。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 小さなことですけども確認させて貰いたいと思います。特産品のところで聞けばよかったん

ですけど、この特産品の関係で焼酎の消費の拡大を図るということで。これは清里の焼酎の取

扱店と書かれているんですけども、取扱店となっている部分では焼酎を販売している店に限り

ということですか。これは飲食店とかスナックとかも販売店に含まれるのかどうなのかを確認

しておきたいです。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 ここで考えている部分につきましては、町内で清里焼酎を取り扱う小売店という意味合いで

ございます。現在、清里焼酎事業所と直接取引があるのが 10店舗、その他、卸しを通じなが

らというところも含めますと町内に 12店舗あるようなところでございます。 

全てのところで今回の事業に協力が得られるというところでは最大限協力を求めていきた

いなと思ってございますが、今のところ町内では 12店舗の小売店があるというところで把握

し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 

 拡大というような意味を含めてそこら辺は理解するんですけど、一度、常任委員会に提案さ

れて一杯 500 円で飲むのはお持ち帰りしたような形でまた出てきた部分なのかなと思います

けど、ただ特産品の消費に対する応援の事業ですよね。そういった時にその応援という部分が

家庭、恐らくこの時期ですからお歳暮だとかそういうものをターゲットにしてという部分かも

しれませんけど、やっぱり飲むということもその時僕もちょっと幾分か意見述べたんでないか
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なと思いますけど、やっぱり飲まれる方の消費というのも、きちっと捉えた形の中での案が出

てくるのかなと思ったけれども、販売となると買って飲む人は別ですけど飲んで歩くような部

分での飲食店なりスナックという部分は今回は含まれてないということですよね。そこらにつ

いて今後についてどう考えているかをお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 これまで７月８月と、この事業につきまして多くの委員の皆さん、また関係者の部分との協

議も進めながら色んな意見を聞いてきたところでございます。色々な御意見ありましてその中

で前回、前々回というところでなかなか沢山の事業を当初盛り込んできたというところで少し

整理が必要ではないかという御意見もあったものですから、まずは町内への PR、購入の促進

というようなところで展開をしてきているところでございます。 

この事業、これ１回で終わるのかというところにつきましては現場の中といたしまして前

回、前々回とお話していますとおり、飲食店側であったり宿泊者への部分であったりとか、色

んな部分アイデアとしては内部では出しているところでございましたので、その部分も改めて

具体的にどのように取り組めるのかというのは、また関係者通じながら検討していきたいと考

えてございますので、今回につきましては小売店を対象となるような形での事業展開というと

ころで御理解いただければと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今回はということで次の第２弾、第３弾を考えていくかもしれませんけど、ただ消費応援と

いうことですから特産品。あくまでも買ってもらって焼酎がどこに行くかわかりませんけど、

売れてないからばら撒きみたいにして買ってもらわないといけないみたいなそういうような

意味合いで捉えるのではなく、特産品は焼酎ということで愛される形で飲んでいただくという

ことにも主眼を置いてやらないと、塩梅悪い時は買えばなんとかペイするという感じの事業の

捉え方はどうかなと思いますので、今後とも消費していただくという観点に立った形の中で事

業展開していただきたいとそのように要望したいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 当初の予定の中では色んなアイデアの中では、焼酎をやはり元々知ってもらおうという観点

からばら撒きのような形も考えたところでございます。やはり、ただそれは内部の中でもいか

がなものかというところで見送っているところでございます。 
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まず今回、より住民に PR また再認識していただくようなきっかけというところまず第一弾

このような形での展開をさせていただきました。この後の事業につきまして、具体的に今申し

上げる部分は特に無いわけでありますけれども、企画政策課、まちづくりの部分と特産品の部

分は切れない話かなというふうに考えてございますので、何らかの部分、事業展開はしていき

たいなと思っておりますので、ご理解いただければと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 さくらの山の階段の修繕、事前に課長とも話していますので状況はよくわかっているんです

けども。年何回か３、４回走ったりしながらこの前も行ったらオートキャンプ場がオープンの

最中、通行止めでのぼれない状況に上と下止めてあって、春先に行った時は全然走ってのぼっ

て行って、非常に傷みが激しいなという状況の中で、今回は危険度を除去するための応急手当

としてやっていく形で提案されて、それは十分危険の無いようにやっていただきたいと思いま

すけども、ただ心配なのは今後どうするのかという形、非常に色んな施設の中で特に今年はコ

ロナの関係で施設の点検なんかに職員の皆さん、本当に忙しい中でなかなか現場に目が行き渡

らないという状況が非常に多くあるのかなという形の中で、非常にご苦労されているなと思う

わけです。 

ただ現実的にあれをちゃんと直すと言ったら何千万単位の工事をやらないと今の状況の中

で、あれだけの 200 段位のやつをやるとしたら、当時色んな部分で補助事業や交付金事業で

大規模にやったやつが今の利用の実態だとか管理の実態で似合わなくなってきている。それを

全て直していくだとか、先般今回、今年度の事業中でも神の子池の新しく木道をつくりました

けども、ペンキを塗るだけでも莫大なお金がかかっている。作るまでは補助金や交付金で出来

ますけど、今の時代でメンテナンスしながら管理していくというのは、もの凄く財政的な負担

になってきているというのは事実かなと思いますし、そういった意味である意味ではスクラッ

プアンドビルドという観点だとか、もう少しきめ細かにやはり住民協働を含めた中でとか、指

定管理だとか委託も含めた、例えば具体的に申し上げますとさくらの山ですけれども 16号の

さくらの木の植えた後の小屋のところ色んなものを突っ込んで積んであってガラスが割れて

植樹した後、私もあそこサイクリングとか走ったりしていくんですが管理が行き届かないだと

か、今朝も見たんですけど例えば焼酎工場の前のきよ～るの水を流していて夏暑くて子供達が

遊んで喜んでいたんですけど、現実的には藻が生えて真っ黒くなって、つるつる滑って危ない

だとか。作るまではできるけども、管理がどういった形でやっていくかどうかということ含め

て、もう一回総点検かけられて本当に必要なものと、じゃあどこがすべきなのか担うべきなの

か、行政なのかそれとも指定管理委託されているものなのかとか、住民協働でやってくのか、

本当に必要なものはどこまで必要なのかということを含めて点検された中で取り組みをやっ

ていただきたい。 

今回は緊急回避的な修繕ということで理解していますが、そういったところにきちんとある

一定の中長期的なスパンの中でやっていないと、あるもの全部しっかり修繕しようとしたら大

変な話になって、しかもほとんど使われないとか、逆に言えば安全性が担保できないという状
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況の、今後先ほどの看板の話もありましたけども色んなところにたくさん出てくるんじゃない

かと思いますので、そういった意味での足し算でなくて時には引き算、時にはその管理の手法

論、管理主体どこかということも含めてもう一度ある意味では総務等含めた各関係課等含めな

がら整理をされる必要性があるこのように考えておりますけど、その辺はどのように捉えて今

回の修繕を行っていくのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまのさくらの山の階段の修繕の関係でございます。今回、委員からあったとおり、実

は春先についてはまだ階段の方は確認して通行できるかなということで通していたわけでご

ざいます。キャンプ場のオープン今回若干遅くなったんですけども、その段階で確認をしまし

た。明るい時間帯であれば問題ないかと思ったんですけども、キャンプ場は宿泊しますので上

の展望台の方に行って、例えば星を見るとかといって、下りる時に危険かなということがあり

ましたので、実は階段については途中から今年封鎖ということをさせてもらいました。今回キ

ャンプに来られた方についてはキャンプ場の職員が展望台がありますということで少し遠回

りになるので車またはちょっと時間かかるけど歩いて展望台の方ということでＰＲをさせて

いただきました。 

今回修繕事業ということで提案をさせていただいてございます。今委員からあったとおり、

応急的な部分があそこの階段、実は 309段ございます。309段ある階段で実は昨年も１回見

積もりを出していただいた時、かなりの額 500 万円とかかかりました。その部分で今回私も

何回も行ったりとか職員も行って本当に危険な部分についてどの階段がということで約 25

段、30 段弱が本当に危ないかなということで今回その部分の経費ということで 130 万につ

いて計上させていただいてございます。今回この特定財源として日本森林林業振興会交付金と

いうことで充当させていただいておりますけどもこれ、一般財団法人でございまして全国組織

で北見に支所がございます。森林林業に関する施策の推進に寄与するとともに森林林業関係者

の福祉の向上を支援している団体でございまして、そこでうちだけではなくて、いろんな全国

的にそういうような地域貢献も含めてこういう整備に係る支援をしているところでございま

して、そこの方にお願いをしながら今回 100 万ということで決定をさせていただきました。 

実はそこからは今後どうなるかわからないけども引き続き３年、４年ぐらいの支援は可能で

すという話をされております。ただ額についても 400 万位ということですけども、そんなに

かけていいのかということもありますし、期間についてもそんな４年とか５年とかかけるので

なくて、本当に直す必要があれば、短期間に直さなきゃならない、１年とか２年とかの範囲で

の直さないというふうにも事務局サイドでは思っているところでございます。 

現在まだあの階段をすぐにスクラップするという考えは今のところ持ってはございません。

フラワーパークとかキャンプ場それから宇宙展望台も含めた中で、先ほど言ったとおり道営の

中山間を活用しながら整備したのかなというふうに記憶しておりますけどもそういうのを活

用した中であそこを整備いたしました。今後も本当に活用するのであれば、管理体制も含めて

しっかりとした管理が必要かなというふうに思ってございます。今回は応急的な部分の階段の
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ということで 130 万、また来年についても今のところは交付金の活用ありきではないですけ

ども、それも含めた中で整備ができればなというふうに今のところは思っておりますが、後段

の方にありましたここの部分だけではなくて町の色んな施設だったり公園も含めた色んな所

の管理体制とかメンテナンスとかの部分については、今いただいた意見を十分に念頭に置きな

がら今後の管理体制とか含めて十分にスクラップできるものはスクラップが必要なのかもし

れません。その辺も全体的に総務課の方とも連携をとりながら行なっていければというふうに

思っております。今いただいたご意見等を参考にして今後の施設とか現場等を確認しながらし

っかりとした管理体制をとっていけるようにと思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

そういった形の中で今後置き去りにしないで、特に課長がおっしゃった道営の中山間、私も

聞きますけども山小屋しかり駅前の広場もしかり公園、トイレもそうです。キャンプ場やった

付帯施設、あそこでバラをやったり、花は今ほぼ誰もやってない。拡大路線で付帯してやった

色んな関連事業の中で逆に今は重荷になっている、これは時間の経過でやむを得ないというふ

うに思いますので、ただそこでどれをどう使える形でしていく、それとも今の時代に合わなく

なったので時代に合った中できちんと見直していくのかとか。先ほど管理とか手法も含めてや

っていかないと、過去の遺産を全部抱えて新しい課題にさらにアプローチしていくことは、ほ

ぼ不可能な状態になってきているし、実態としては問題点や将来課題が生じていることを避け

てまたがないで、これは第６次とか総合計画とは関係なくて現実的な目の前にあるそういった

施設管理や運営の手法論ということを根本的な見直しをやっていかないと大変なことになる

と思いますので、是非それをまたがないで前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○企画政策課長 

ただ今いただきました御意見、各種施設の管理運営等の手法、あり方等について十分に検討

させていただきたいと思いますので、ご理解いただきたい。 

 

○池下委員長 

 他、ありますか。それでは企画政策課全般とおして何か質問はありましたらお受けしたいと

思います。よろしいですか。これで企画政策課終わります。ご苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 それでは大きな２番、議会費補正予算について１点補正予算があがっております。説明をお

願いします。事務局。 
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○議会事務局 

 それでは、私の方から議会費の予算について説明いたします。議会事務局資料１ページをご

覧ください。令和２年度補正予算ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により視察研修事

業の中止が決定したものについて予算を減額いたします。 

 内容については、中ほどの費用弁償で、道外視察 214 万９千円、議運視察 68 万１千円、

議長府県調査 20 万円、アカデミー研修 39 万８千円、北海道町村議会議員研修 43 万７千

円、また随行分として普通旅費 59万４千円と、消耗品費９万４千円、自動車借上料 98万円

の計553万３千円を減額いたします。これによりまして令和２年度の議会費予算は、４千225

万４千円となります。以上で説明を終了いたします。 

 

○池下委員長 

 只今、議会の補正予算について事務局に説明がありましたけども何か質問ありますか。それ

では次いきたいと思います。大きな３番、意見書の検討について説明お願いします。 

 

○議会事務局 

 それでは３番の意見書の検討について、記載の通りの意見書が１件提出されております。議

会事務局資料の３ページをお開きください。「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財

政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書」です。提出者は、北海道町村議会議

長会会長 渡部孝樹氏で、郵送ですが関連団体として取り扱います。内容につきましては、６

ページをお開きください。記以下５点を読み上げてご説明いたします。 

 １、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実す

ること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、

償還財源を確保すること。 

 ２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう、

総額を確保すること。 

 ３、令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填措

置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対

応すること。 

 ４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地

方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有

効性・緊急性等を厳格に判断すること。 

 ５、特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直

しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限

りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 

 以上、９月定例会に委員長名での意見書の提出また内容のご協議をお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 ただいま意見書の検討についてということで説明がありましたけれども、何か質問はありま

すか。よろしいですか。それではそういうことで提出をさせていただきたいというふうに考え

ております。 
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○池下委員長 

 それでは大きな４番、次回委員会の開催について説明お願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、10 月 16 日金曜日、午前９時からこの会場で行う予定でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな５番、その他何か議員の方からありましたら。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○池下委員長 

  これで第 13回総務文教常任委員会を終了いたします。どうもお疲れ様です。 

 

 （閉会  午前 11時 19分） 

 


