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令和元年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第１日目） 

 

令和２年 ９月 15日（火） 

 開 会  午後  ２時 10分 

 延  会  午後 ３時 22分 

 

 

●出席委員（７名） 

  委 員 長  伊 藤 忠 之     副委員長  池 下   昇 

  委  員  前 中 康 男     委  員  村 島 健 二 

  委  員  堀 川 哲 男     委  員  古 谷 一 夫 

  委  員  岡 本 英 明 

 

 

●欠席委員 

  なし 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長       引 政明    副町長        本松 昭仁 

  総務課長       藤代 弘輝    企画政策課長     伊藤 浩幸 

  企画政策課参与    阿部 真也    町民課長             熊谷 雄二 

  保健福祉課長     野呂田成人    産業建設課長     河合 雄司 

  焼酎醸造所長     永野  宏    出納室長       宮津 貴司 

  教育長        岸本 幸雄    生涯学習課長     原田 賢一 

  生涯学習課参与    三浦  厚 

 

 

●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 

 

 

○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、委員長であります伊藤委員長よりご挨拶申し上げ

ます。 

 

○伊藤委員長  

決算審査特別委員会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。この度、私が委員長、また
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池下委員が副委員長として選出され、議事運営の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。 

地方を取り巻く環境は、新型コロナウイルスで感染症拡大の影響により、ますます厳しい状況

となっております。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

り効率的に使う工夫と努力が、これまで以上に求められています。 

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、大変重要な意味を持っております。委員各位の将来展望に立った建設的な意見

と理事者側の明快なる答弁をいただきたいと思います。委員各位、そして理事者各位に特段の御

協力をお願い申し上げまして挨拶といたします。 

 

（開会 午後  ２時 10分） 

●開会宣告 

 

○伊藤委員長  

これより令和元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。 

  

○議会事務局長（溝口富男君)  

令和元年度各会計決算審査の日程、進め方について説明させていただきます。 

決算審査特別委員会議案の３．審査日程をご覧ください。審査日程は、本日 15 日から 18 日

までの４日間といたします。第１日目の本日については、監査委員による決算審査意見報告、町

長挨拶、各会計決算内容の説明を行い、延会となる予定です。 

２日目、３日目は審査を行います。最終日の４日目 18日は総括審査、採決まで行います。 

２ページ、４の審査の進め方をご覧ください。審査は一般会計、特別会計、総括審査の順で行

います。一般会計の審査方法については、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。各款ごとを基本に説明員の呼び出しを行います。 

特別会計については記載の順番により、一般会計と同じ要領で行いますが、歳出歳入とも全款

一括での審査となります。総括審査については各会計全般にわたってということであります。以

上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

審査の日程、進め方について説明を終わります。 

監査委員より決算審査意見の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 

令和元度清里町決算審査意見書１ページをお開きください。 

 ～意見書 説明～ 

 

○伊藤委員長  



3 

 

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） 

 

○伊藤委員長  

質疑なしと認めます。 

ここで、町長より挨拶がございます。 

 

○町長（ 引政明君)  

 それでは、決算審査特別委員会の開催に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。この度

審査をお願いいたします令和元年度の会計につきましては、一般会計及び６特別会計、あわせて

歳出総額で 66億 332万２千円となってございます。 

 現在、地方を取り巻く環境は人口の減少、少子高齢化、産業経済のグローバル化の進展などに

より一段と厳しさを増しておりますが、高齢者に優しく、子育てのしやすい安全・安心なまちづ

くりを目指し総合計画の理想の将来像であります、人と自然がともに輝き躍動するまちを実現す

るため、各分野別計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略、そして私が３期目の公約に掲げた、

みんなで創る明日のふるさと、幸せが実感できるまちづくりを基本に清里町の未来につながる各

種の施策事業を実施させていただくことができましたことに心より感謝と御礼を申し上げます。 

 各分野における主な施策事業の概要でありますが、災害に強い安全安心のまちづくり事業とし

ての洪水ハザードマップの作成、役場庁舎及び町民会館にかかる非常用発電機の導入、各地区の

避難所における防災無線設備、社会資本の老朽化整備に伴う町営橋補修事業、農業集落排水施設

機能強化事業、新しい人の流れをつくる移住定住促進の取り組みとしての住宅環境づくり促進事

業、若者居住促進支援事業、農業経営の安定と生産基盤整備のための経営所得安定対策、多面的

機能支払い交付金事業、道営農地整備事業、ＩＣＴによるスマート農業推進のための産地パワー

アップ事業及び畑作構造転換事業によるＧＰＳ自動操縦高性能機械導入事業、商工部業の活性化

に向けたポイントカード整備、新事業創出支援事業、そして知ってもらい来てもらう清里の魅力

発信と観光振興計画に基づく裏摩周、神の子池、さくらの滝等の観光施設の整備調査、交流人口

や関係人口の向上を目的とした観光収入促進事業、交流体験事業の推進とブランド力の向上に向

けた清里 100％ロゴの普及ＰＲ、住民参加と協働競争活動を支援する地域活動推進事業、地球温

暖化への取り組みによる二酸化炭素排出規制対策事業。町民の皆さんの命と健康を守る 24 時間

電話相談事業、救急医療体制づくり事業、網走厚生病院の脳神経外科は開設支援をはじめ、疾病

の早期発見、早期治療に掲げるためのミニドック、結核、肺がん、脳ドックなどの各種検診事業、

高齢者及び子供たちのインフルエンザや肺炎球菌等の予防接種事業、高齢者や障害者の方が住み

なれた地域で安全、安心に暮らすための緊急通報水道安否確認システム、在宅介護連携推進事業、

子ども子育て世帯の負担軽減策としての学校給食費、そして医療費の高校生までの無償化、第２

子以降の保育料の軽減支援学校施設の整備充実に向けた小学校の長寿命化計画と中学校冷房設備

の導入整備、教育環境づくりのためのコミュニティースクールと教育特別支援員の配置、生涯学

習活動の基盤となります生涯学習センターをはじめ、各種の体育、スポーツ施設等の改修整備事

業などまちづくり事業全般にわたり計画どおりに実施をさせていただくことができました。 

 これもひとえに議員各位の御指導、御支援並びに町民皆様の深い御理解と御協力の賜物であり

まして改めて心より感謝とお礼を申し上げる次第であります。さて、監査委員さんにおかれまし
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ては、８月 11 日から８月 27 日までの長期間にわたり時節柄何かとお忙しいところ、また、今

年は特別に暑い日が続き御苦労をいただく中、令和元年度の一般会計並びに特別会計、全７会計

にわたる歳入歳出決算、基金及び財産に関し、審査を実施していただき誠にありがとうございま

した。昨年は、平成から令和の新しい時代が幕を開け特別な年でありました。また、TPPや EPA、

そして日米貿易協定の発効やラグビーワールドカップの日本での開催、消費税率の引き上げ、参

議院選挙、統一地方選挙等大きな出来事の多い年でもありました。 

 加えて前線の停滞による記録的な豪雨や地震や台風をはじめとする自然災害が各地で猛威を振

るった年でもあり、多くの方々が犠牲となり、また被災をされましたことに心よりお見舞いを申

し上げますとともにご冥福をお祈り申し上げます。 

 本町におきましても、昨年５月には一昼夜にわたり強風が吹き荒れ、馬鈴薯、てん菜などの畑

作物を中心に 1,000ｈａにも及ぶ大規模な風害に見舞われましたが、農業者の皆さんの懸命な復

旧作業と関係機関の職員による迅速な救農支援により何とか急場をしのぐことができました。関

係の皆さんに感謝と御礼を申し上げます。 

 さて、昨年暮れに発生が確認された新型コロナウイルス感染症は世界中に猛威を振るっており、

３月には世界保健機構 WHO がパンデミックを宣言し、国と国との間で人や物の動きが制限され

るなど大きな大変な事態となっております。また日本におきましても、４月７日からも５月 25

日までの間、非常事態宣言が発令され、世界のアスリートたちの４年に１度の祭典であります、

東京オリンピック・パラリンピックが明年に延期されております。その他多くのイベントや大会

などもそのほとんど全てが中止または延期となっております。これらにより特に飲食業や接客、

宿泊、観光業を中心とする産業経済においては大きな影響が生じ、大変な事態となっております

ので１日も早いワクチンの開発による感染症対策と産業経済の両面からの新しい生活様式による

再生を強く願うものであります。また、本町においては現在、令和の新しい時代にふさわしい新

たなまちづくり計画として第６次清里町総合計画と第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策

定を進めております。 

 令和３年度からは新しいこれらのまちづくり計画のもとに町民の皆さんとともに夢と希望と誇

りを持ち、豊かで安全で安心して暮らすことができる持続可能なふるさと清里町を目指し、引き

続き、各種の施策や事業の効率的、効果的な実施に努めるとともに、健全財政の堅持に努めてま

いる所存でございます。最後になりましたが、これより伊藤決算審査特別委員会委員長並びに池

下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ようお願いを申し上げ挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 ここで、監査委員は退席いたします。ご苦労様でした。 

 各会計の決算内容について説明を求めます。はじめに一般会計について説明願います。企画政

策課課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 令和元年度各会計の決算審査にあたり、各決算内容につきましてご説明いたします。説明に先

立ち提出いたしております資料の御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
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及び特別会計の両会計を１冊にまとめて掲載してございます。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さんしております。 

 また、清里町各会計歳入歳出決算説明書と主要な施策の成果を説明する書類をあわせて提出を

いたしております。なお、決算審査意見報告が代表監査より行われ、意見書が提出されておりま

すので要点のみの説明と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きまして、ご説明をいたしますので令和元

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をご用意いただき表紙

をめくって次のページ、１ページをご覧いただきたいと存じます。 

 令和元年度清里町各会計別決算総括表につきまして、はじめに御説明いたします。合計欄で申

し上げます。一般会計から焼酎事業特別会計まで７会計の総額は、予算額 69 億６千 215 万９

千円に対し歳入の決算額は 69億６千 239万２千円であり予算対比 100％となっております。 

 歳出につきましては決算額が 66 億 332 万２千円であり執行率は 94.8％となっております。 

 なお、歳入歳出差引残高は、３億５千 907万円となってございます。記載はありませんが、昨

年度の決算額と比較いたしますと、平成 30 年度の歳入が 71 億５千 96 万２千円、歳出は 67

億６千 812万２千円でございましたので、歳入では１億８千 857万円の減、歳出では１億６千

480万円の減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きまして歳出ベースで

一般会計が１億４千 104万３千円の減となっているほか、介護保険特別会計が１千 392万７千

円の増、国民健康保険事業特別会計が３千 397万２千円の減、後期高齢者医療特別会計が 58万

２千円の減、簡易水道事業特別会計が６万２千円の増、農業集落排水事業特別会計が 923万４千

円の増、焼酎事業特別会計が１千 242万６千円の減となってございます。 

 続きまして、一般会計決算の状況につきまして御説明をいたしますので、３ページ、ピンク色

の次のページをご覧ください。令和元年度の歳入総額は 54 億２千 425 万１千円であり、歳出

総額は 51 億２千 573 万４千円、歳入歳出差引額は２億９千 851 万７千円となっております。

翌年度へ繰り越すべき財源は、繰越明許費の一般財源分といたしまして 372 万９千円となって

おり、実質収支額は２億９千 478万８千円となっております。当該年度実質収支額から前年度実

質収支を差し引いた単年度収支額につきましては、２千 184万９千円でございます。なお、平成

30年との比較は記載のとおりとなっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

 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きましてご説明いたします。

一番下の合計欄をご覧ください。予算現額 54 億２千 943 万６千円に対し、調定額は 54 億３

千 131万円、収入済み額は 54億２千 425万１千円であり不納欠損額は 109万４千円、収入

未済額は 596万５千円となってございます。不納欠損額の 109万４千円につきましては、町税

が 109万２千円であり、その内、町民税が 19万９千円、固定資産税が 89万３千円となってご

ざいます。また、使用料及び手数料のうち、税務督促手数料が２千円となってございます。収入

未済額につきましては町税が 459万円であり、そのうち、町民税が 172万３千円、固定資産税

が 276万２千円、軽自動車税が 10万５千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 137万５千円の内訳は、住宅使用料 134万９千円、税務督促手数料１万６千円、住宅

督促手数料１万円でございます。予算現額に対する収入済額は 518万５千円少なくなっており、

収入割合は予算現額に対し 99.9％、調定額に対しても 99.9％となってございます。 

 なお、科目別の歳入割合は地方交付税が 45％と最も高く、次いで道支出金が 11.3％、町税、

諸収入が 8.7％でございます。 
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 ５ページをご覧ください。歳出の款別決算額調べにつきまして、合計欄でご説明いたします。

予算現額 54 億２千 943 万６千円に対し、支出済額は 51 億２千 573 万４千円でございます。

翌年度繰越額は３千 972万９千円であり、不用額は２億６千 397万３千円となっており、執行

割合は予算額に対し 94.4％でございます。なお翌年度繰越額の内訳につきましては、消防費の斜

里地区消防組合清里分署負担金事業で消防６号車の購入として３千 972 万９千円となってござ

います。歳出全体における各科目の執行割合、表の一番右の欄でございますが民生費が 14.3％と

なっており前年度に比べ10.6ポイントの減となってございます。減額の要因といたしましては、

ケアハウス整備事業の完了によるもの等となってございます。また、農林水産業費の執行割合が

12.5％となっており前年度に比べ 5.1 ポイントの増となってございます。増額の要因といたし

ましては、農業振興費の産地パワーアップ事業補助の増となってございます。その他の科目の割

合は、前年度から大きく変わりなく推移をしておりますが、総務費が 25.8％と一番高く、次いで

公債費、15.9％、さらに民生費 14.3％となっております。 

 続きまして不用額についてご説明いたします。不用額は２億６千 397万３千円でございます。

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

戦略費の負担金補助及び交付金など。民生費につきましては、ケアハウス委託料など。衛生費に

つきましては各施設の燃料費など。農林水産業費につきましては、各目の負担金補助及び交付金

となってございます。商工費につきましては、商工振興費の負担金補助及び交付金など。土木費

につきましては、道路橋梁費の委託料など。教育費につきましては、各目の委託料等が主な要因

でございます。なお、詳細につきましては決算不用額の主な内容としまして 57 ページから 60

ページに記載しておりますので、ご参照ください。 

 次に、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きまして、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分するとともに、使途別の充当区分でありま

す特定財源と一般財源に分類を行っているところであります。令和元年度決算額 54億２千 425

万１千円のうち、地方交付税等の依存財源は 36億９千 731万６千円であり、構成比は 68.2％

となっております。また、徴税等の自主財源は 17億２千 693万５千円であり、構成比は 31.8％

となっております。また、特定財源につきましては 18億３千 859万６千円で、構成比 33.9％、

一般財源は 35億８千 565万５千円で構成比 66.1％となっております。 

 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比較表につきましては、歳出を消費

的経費と投資的経費に分類し、さらにその財源を特定財源と一般財源に区分をいたしております。

下から二段目の合計欄で説明をいたします。令和元年度の決算額は 51 億２千 573 万４千円で

あり、決算時におけます財源内訳は特定財源が 18億３千 859万６千円で構成比は 35.9％、一

般財源は 32億８千 713万８千円で、構成比は 64.1％となっております。 

 また、経常的な一般財源は 24 億１千 516 万７千円であり、財政構造の弾力化を示す経常収

支比率は 78％となっております。なお、投資的経費の決算合計額は３億３千 859万１千円であ

り、前年度との比較では５億２千 760万７千円の減となってございます。主な減額理由はケアハ

ウス整備事業の完了による減でございます。 

 続いて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ございます。消費的経

費のうち人件費及び物件費につきまして款別に区分したものであり、右端の計の欄、１の人件費

総額は６億６千 938 万７千円であり、前年度と比べて 284 万７千円の増となってございます。

２．物件費につきましては 14億１千 412万９千円であり前年度と比べて１億６千 408万５千
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円の増となってございます。主な理由はケアハウス入居開始による運営委託業務委託料の増、光

岳小学校閉校による遠距離通学バス業務委託料の増なのでございます。 

 ９ページ、１０ページをご覧ください。この表につきましては債務負担行為の総括表であり決

算年度であります令和元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

め全体で 34 件、５億６千 477 万１千円となっております。また令和２年度以降の債務負担に

つきましては 31件で、総額 25億８千 452万６千円でございます。 

 11ページをご覧ください。地方債の現在高調べにつきましてご説明をいたします。下段の合計

欄をご覧ください。平成 30 年度末現在高が 67 億６千 746 万３千円であり令和元年度中の発

行額が２億２千 710 万円、償還額は元利合わせて８億１千 600 万３千円となってございます。

したがって令和元年度末の現在高は 62 億２千 206 万３千円となり、前年度末と比べて５億４

千 540 万円の減となってございます。以下 12 ページから 56 ページまでは主要施策の成果と

なってございます。114の事業の成果及び概要を記載をしてございます。 

 また、先ほど申し上げましたとおり、57ページから 60ページまでにつきましては、決算の不

用額の主な内容、61ページは各施設の経常収支状況であり、説明につきましては省略をさせてい

ただきます。 

 それでは続きまして、別冊の一般会計特別会計歳入歳出決算書の 97 ページをご覧ください。

97ページ、実質収支に関する調書でございます。３の歳入歳出差引額は２億９千 851万７千円

となっており、４．翌年度に繰り越すべき財源であります 372万９千円を差し引いた５番の実質

収支額は２億９千 478万８千円の黒字となってございます。 

 続きまして、財産に関する調書の説明をいたしますので、次のページ 98 ページをお開きくだ

さい。はじめに、１の公有財産（１）土地及び建物、総括表の合計欄でご説明をいたします。土地

の年度中の増減につきましては 14万 6千 279.86平方メートルの減となってございます。 

 主な要因といたしましては町営牧場用地を行政財産から普通財産へ移動及び山林へ移動したこ

とによるものとなってございます。建物につきましては木造の財産が 114 平方メートルの減で

あり主な要因としましては教職員住宅の取り壊しなどによるものでございます。非木造の財産は、

旧光岳小学校につきまして、行政財産から普通財産に移動を行っており差し引きの増減高はゼロ

となってございます。建物全体の年度末の現在高は９万２千 668.97平方メートルとなってござ

います。99ページから 101ページにつきましては行政財産と普通財産に区分し年度中の増減及

び決算年度末現在高を記載いたしております。 

 次に 102ページの（２）物権につきましては増減は生じておりません。（３）有価証券でござ

います。北海道内の空港の民営化に伴い、女満別空港ビル株式会社株券の売却を行ったことによ

り、年度末の現在高は前年度より 100 万円減の 474 万円となってございます。（４）出資によ

る権利につきましては網走地区森林組合で７万５千 300 円の増資をしたことにより、網走地区

森林組合出資金の年度末の現在高は 117 万６千円となりまして出資金９件による年度末現在高

の合計は１千 514万５千 100円となってございます。 

 103ページをご覧ください。２．物品につきましては、一般教養公用車が前年度から１台減と

なっており年度末におきましては 32台の所有となってございます。 

 ３．基金でございます。山林につきましては年度中 17.75ｈａの増、基金は子ども子育て基金

の支消や減債基金の起債償還金への充当等により年度中増減額は６千 567 万４千 288 円の減

となっており、年度末現在額は 44億４千 714万１千 881円でございます。北海道備荒資金に
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つきましては配当積立により 81万 389円の増となっており、年度末現在額は８千 184万９千

379円となってございます。奨学資金貸付金、海外派遣研修事業貸付金については、増減は生じ

ておりません。 

 次の 104ページ 105ページの貸付基金運用状況につきましては、生涯学習課長よりご説明を

いたします。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

 それでは地方自治法第 241 条の規程に基づく資料といたしまして基金の運用状況についてご

説明申し上げます。清里町一般会計歳入歳出決算書 104ページご覧いただきたいと思います。 

 はじめに、清里町奨学資金貸付基金の運用状況でございます。決算年度末の基金の総額は８千

500万円となっております。基金の運用につきまして貸付額の決算年度末現在高は２億３千 55

万６千円で備考欄に記載のとおり令和元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８名で 630 万円、高等学校・専修学校への修学に係る資金貸し付けが４名で 240 万円、短

大・大学への修学に係る資金貸し付けが９名で 480万円、合計 21名で１千 350万円となって

おります。 

 償還額の現在高は１億６千 201万５千 336円で決算年度中の償還は、合わせて 57名、756

万２千 732円となっております。したがいまして、決算年度末現在の平均残高は１千 645万９

千 336円となります。 

 続きまして 105 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金の運用状況につ

いてご説明申し上げます。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、この基金につきましては備考欄記載の４団体の出資により資金が造成され

ているものでございます。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。償還額の現在高につきましては、２千 791万７千円で、決算年度中の償還はござい

ませんでした。したがいまして、決算年度末現在の基金残高は 900万円となります。以上、２つ

の基金につきまして、運用状況の説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 次に、介護保険事業特別会計について説明願います。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 令和元年度清里町介護保険事業特別会計の決算状況についてお手元の清里町各特別会計歳入歳

出決算書と清里町各会計歳入歳出決算説明書によりご説明いたします。はじめに清里町各会計歳

入歳出決算説明書、薄茶色の仕切り、介護保険事業特別会計の 63ページをご覧ください。 

 第１表、令和元年度款別決算額調べについて説明いたします。歳入の決算額について、一番下

の行、合計で説明いたします。予算現額が４億７千 484 万円に対しまして、調定額は４億７千

73万円、収入済額は４億７千 18万９千円、不納欠損額は 19万６千円、収入未済額は 34万５

千円となっております。予算現額に対する増減額は 465万１千円の減額となっており、収入割合
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は予算現額に対しまして 99.0％であり調定額に対しては 99.9％となっております。 

 次に歳出についてでありますが、予算現額が４億７千 484万円、支出済額が４億３千 734万

７千円、不用額は３千 749万３千円であり、主な要因は総務費の 125万６千円、保険給付費の

３千 416万２千円、地域支援事業費の 204万７千円であり、支出割合は予算現額に対しまして

92.1％であります。 

 64ページをお開きください。第１表の附表につきましては、ただいま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説明は省略させていただきます。 

 次に、65ページの第２表、性質別経費分析表につきましては負担金補助及び交付金の合計額が

３億８千 852万５千円と全体の 88.8％を占めております。 

 66 ページをお開きください。第２表の附表は第２表で説明いたしました経費の性質ごとの区

分でありますので説明は省略させていただきます。次に、別冊の清里町各特別会計歳入歳出決算

書の介護保険事業特別会計の 120 ページをお開きください。実質収支に関する調書により説明

いたします。歳入総額は４億７千 18 万９千円であり歳出総額は４億３千 734 万７千円、歳入

歳出差引額及び実質収支額は３千 284万２千円となっております。 

 次に 121 ページをご覧ください。財産に関する調書の基金でありますが前年度末現在高は２

千 433万１千 508円であり、決算年度中の増減高は１千 80万４千 898円の増、決算年度末

の現在高は３千 513万６千 406円となっております。以上で決算書の説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 次に、国民健康保険事業特別会計について説明願います。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 令和元年度国民健康保険事業特別会計決算状況につきまして、ご説明申し上げます。清里町各

会計歳入歳出決算説明書の 67 ページをお開きください。第１表、款別決算額調べについてご説

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でご説明申し上げます。予算現額６

億７千 824万１千円に対し調定額６億９千１万１千円、収入済額６億８千 550万３千円、不納

欠損額 48 万４千円であり収入未済額は 402 万４千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 48万３千円、それと督促手数料１千円でございます。 

 また、収入未済額は国民健康保険税が 401万５千円であり、その内訳は現年課税分が 153万

３千円、滞納繰越分が 248万２千円でございます。また督促手数料が９千円でございます。予算

現額に対する増減額は 726 万２千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し 101.1％、

調定額に対し 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６億７千 824万１千円に対し、支出

済額６億７千 211万１千円であり、不用額は 613万円でございます。予算現額に対する執行割

合は 100％でございます。 

 次の 68 ページをご覧ください。第１表の附表は、ただ今ご説明しました款別決算額調べをグ

ラフ化したものであり、ご説明は省略をさせていただきます。 

 69 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６億５千 524万８千円で全体の 97.5％となってございます。 

 次の 70 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、説明を省
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略させていただきます。続きまして実施する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 135 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申し上げます。歳入総額は６億８千 550万３千円、歳出総

額は６億７千 211 万１千円となっており歳入歳出差引額並びに実質収支額は１千 339 万２千

円でございます。 

 次の 136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は 810万８千 537円、年度中の増減額は基金への積

み立てが１千 108 万８千 358 円、決算年度末の現在高は１千 919 万６千 895 円となってご

ざいます。以上、ご説明とさせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 次に、後期高齢者医療特別会計について説明願います。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 令和元年度後期高齢者医療特別会計決算状況につきまして、ご説明申し上げます。清里町各会

計歳入歳出決算説明書の 71 ページをご覧ください。第１表款別決算額調べについて、ご説明申

し上げます。はじめに歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額７千

131 万９千円に対し、調定額７千 147 万６千円、収入済額７千 142 万６千円であり、収入未

済額はございません。予算現額に対する増減額は 10 万７千円の増となっており、収入割合は予

算現額に対し 100.2％、調定額に対し 99.9％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７千 131 万９千円に対し支出済額

７千 131 万４千円であり不用額５千円となってございます。予算現額に対する執行割合は

100.0％でございます。 

 次の 72 ページをご覧ください。第１表の附表は、ただいまご説明した款別決算額調べをグラ

フ化したものであり、ご説明は省略をさせていただきます。 

 73 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７千 30万７千円で全体の 98.6％を占めております。 

 74ページお開きください。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 142 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７千 142万６千円、歳出総額は７千 131万４千円となっており歳入歳出差引額

並びに実質収支額は 11万２千円でございます。以上ご説明とさせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 次に、簡易水道事業特別会計について説明願います。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 令和元年度簡易水道事業特別会計決算状況につきまして御説明申し上げます。清里町各会計歳

入歳出決算説明書の 75 ページをお開きください。はじめに歳入の款別決算額について合計額で
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ご説明申し上げます。予算現額６千 340万３千円に対し、調定額は６千 697万３千円、収入済

額は６千 575万７千円、不納欠損額はございません。収入未済額は 121万６千円となってござ

います。収入未済額の 121万６千円の内訳は、水道使用料の現年分が 31万６千円、滞納繰越分

が 87万５千円であり、合わせて 119万１千円、督促手数料が２万５千円でございます。 

 予算現額に対する増減額は 235 万４千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し

103.7％、調定額に対し 98.2％となってございます。 

 次に、歳出について合計額でご説明申し上げます。予算現額６千 340万３千円に対し支出済額

５千 890万４千円であり、不用額は 449万９千円でございます。予算現額に対する執行割合は

92.9％でございます。不用額の主な内容につきましては 81ページに記載しておりますが、総務

費、総務管理費、一般管理費の需用費が主な内容となってございます。 

 76 ページをお開きください。第１表の附表はただいま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。 

 77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、人件費が 918

万８千円で全体の 15.6％、物件費が１千 226万１千円で全体の 20.8％、維持補修費は 213万

７千円で全体の 3.6％、事業費は１千 828 万５千円で全体の 31.1％、公債費が１千 350 万９

千円で全体の 22.9％、積立金が 352万４千円で全体の６％となってございます。 

 78ページをお開きください。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。 

 79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

は簡易水道事業債であり、平成 30 年度末の現在高が１億３千 679 万５千円、令和元年度中に

おける発行額はございません。令和元年度の償還額は元利合わせまして１千 350 万９千円であ

り、令和元年度末現在高は１億２千 623 万７千円となっており、普通交付税に算入された額は

337万７千円でございます。 

 80 ページの主要施策の成果並びに 81 ページの決算不用額の主な内容につきましては、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、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

別冊の清里町各特別会計歳入歳出決算書の 150 ページをお開きください。実質収支に関する調

書についてご説明申し上げます。歳入総額は６千 575万７千円、歳出総額は５千 890万４千円

となっており歳入歳出差引き、並びに実質収支額は 685万３千円でございます。 

 151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．公有財産にお

ける（１）土地及び建物及び（２）物権並びに２．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．基金につきましては簡易水道施設整備基金の前年度末現在高が３千 967 万８千

48円、決算年度中の増減高は 377万６千円の減であり決算年度末の現在高は３千 590万２千

48円となってございます。以上、決算状況の御説明とさせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 次に、農業集落排水事業特別会計について説明願います。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 令和元年度農業集落排水事業特別会計の決算状況について、ご説明申し上げます。清里町各会
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計歳入歳出決算説明書の 83 ページをお開きください。第１表、款別決算額調べについてご説明

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１

億２千141万６千円に対し調定額１億２千502万５千円、収入済額は１億２千421万２千円、

不納欠損額２千円、収入未済額は 81 万１千円となってございます。不納欠損額２千円の内訳は

使用料２千円でございます。また、収入未済額 81 万１千円の内訳は、使用料の現年分が 20 万

１千円、滞納繰越分が 59 万３千円であり、合わせて 79 万４千円、督促手数料が１万７千円で

ございます。予算現額に対する増減額は 279万６千円の増となっており、収入割合は予算現額に

対し 102.3％、調定額に対し 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１億２千 141万６千円に対し、支

出済額１億１千 761万円であり不用額は 380万６千円でございます。予算現額に対する執行割

合は 96.9％でございます。不用額の主な内容につきましては 89ページに記載しておりますが、

総務費、総務管理費、施設管理費の需用費が主な内容となってございます。 

 84ページをお開きください。第１表の附表は、ただいま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。85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、主な経費として人件費が 503 万５千円で全体の

4.3％、物件費が２千 839 万７千円で全体の 24.1％、事業費が２千 773 万９千円で全体の

23.6％、公債費が５千 643万９千円で全体の 48％となってございます。 

 86ページをお開きください。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。87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及び過疎対策事業債であり、平成 30 年度末の現在高が

３億９千 367万４千円、令和元年度中における発行額は１千 240万円、令和元年度の償還額は

元利合わせまして５千 643万９千円であり、令和元年度末現在高は３億５千 852万１千円とな

っており、普通交付税に算入された額は２千 765万６千円でございます。 

 88 ページの主要施策の成果ならびに 89 ページの決算不用額の主な内容につきましては、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、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

冊の清里町各特別会計歳入歳出決算書の 160 ページをお開きください。実質収支に関する調書

についてご説明申し上げます。歳入総額は１億２千 421万２千円、歳出総額は１億１千 761万

円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は 660万２千円でございます。161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．公有財産における（１）土

地及び建物並びに２．物品につきましては決算年度中の増減はございませんでした。以上、決算

状況の御説明とさせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 次に、焼酎事業特別会計について説明願います。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（永野宏君) 

 令和元年度清里町焼酎事業特別会計決算状況につきまして、各会計歳入歳出決算説明書により、

ご説明いたしますので 91 ページをご覧願います。第１表、款別決算額調べについて合計額でご

説明いたします。歳入からご説明いたします。歳入の予算現額の合計は１億２千 350万４千円に
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対し調定額の合計は１億２千 105万４千円、収入済額の合計は１億２千 105万４千円でござい

ます。収入未済額は０円で、予算現額に対する増減額の合計は 245万円の減額、主に生産物売払

収入によりものでございます。予算に対する収入割合は合計欄で 98.0％であり調定額に対する

収入割合は 100.0％でございます。 

 続きまして、歳出について合計額でご説明いたします。歳出の予算現額の合計は１億２千 350

万４千円に対し支出済額の合計は１億２千 30 万２千円であり、執行割合は合計欄で 97.4％で

ございます。不用額は 320万２千円となっております。 

 次ページをお開き願います。92 ページは第１表の附表であり歳入歳出をそれぞれ棒グラフで

表示したもので、説明につきましては省略させていただきます。 

 93ページをご覧ください。第２表、性質別経費分析表につきましては、歳出の各款ごとに示し

ており各項目ごとの割合は合計欄で人件費で 18.1％、物件費で 71.2％、補助費等で 10.7％と

なっております。 

 次ページをお開きください。94 ページは第２表の附表で各款の中で節の経費の調べでござい

ます。説明は省略させていただきます。 

 続きまして、別冊の清里町特別会計歳入歳出決算書うぐいす色の焼酎事業特別会計歳入歳出決

算書によりご説明いたしますので、171 ページをお開き願います。171 ページの実質収支に関

する調書につきましては、歳入総額１億２千 105 万４千円、歳出総額１億２千 30 万２千円で

あり、歳入歳出差引額及び実質収支額は、ともに 75万２千円となってございます。 

 次ページをお開き願います。172ページの財産に関する調書につきましては１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。２の基金につきましては、決算年度中の増減は 167

万６千 857円の減で年度末現在高は５円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 各会計の説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 お諮りいたします。 

 本日は、ここで延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会といたします。 

 なお、明日 16日は、９時半から一般会計歳出の審査を行います。本日はご苦労さまでした。 

 

（延会  午後 ３時 22分） 
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令和元年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第２日目） 

 

令和２年 ９月 16日（水） 

 開 会  午前  ９時 30分 

 散  会  午後 ４時 35分 

 

 

●出席委員（７名） 

  委 員 長  伊 藤 忠 之     副委員長  池 下   昇 

  委  員  前 中 康 男     委  員  村 島 健 二 

  委  員  堀 川 哲 男     委  員  古 谷 一 夫 

  委  員  岡 本 英 明 

 

 

●欠席委員 

  なし 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長        引 政明    副町長        本松 昭仁 

  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    総務Ｇ主査      吉田 慎治 

管財Ｇ主査       田中 誠之 

  企画政策課長      伊藤 浩幸    企画政策課参与    阿部 真也 

企画政策課主幹     新輪 誠一    地域振興Ｇ総括主査  山嵜 孝英 

まちづくりＧ主査    半澤  忍    まちづくりＧ主任   吉田 悠平 

  町民課長              熊谷 雄二    町民課主幹      梅村百合子 

  町民生活Ｇ総括主査   吉本  淳    町民生活Ｇ主査    阿部由美子 

  町民生活Ｇ主査     藤森 宏樹    町民生活Ｇ主査    原田  了 

  税務・収納Ｇ主査    泉井 健志 

  保健福祉課長      野呂田成人    保健福祉課主幹    水尾 和広 

保健Ｇ保健師長     武山 悦子    福祉介護Ｇ総括主査  寺岡 輝美 

福祉介護Ｇ主査     長屋 智洋    福祉介護Ｇ主任    岩浪  理 

子ども子育てＧ総括主査 鈴木由美子    子ども子育てＧ主査  奥山 美香 

   産業建設課長      河合 雄司    産業建設課主幹    酒井 隆広 

産業振興Ｇ総括主査   吉田 正彦    建設Ｇ主査      山本 卓司 

建設Ｇ主査       荒  一喜    農業委員会事務局次長 横畠 敏樹 

  焼酎醸造所長      永野  宏    焼酎醸造所主査    廣谷 淳平 

  出納室長        宮津 貴司        
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  教育長        岸本 幸雄    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 

  学校教育Ｇ総括主査  土井 泰宣    学校教育Ｇ主査    小泉めぐみ 

  社会教育Ｇ主査    武山 雄一 

 

 

●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 

 

 

○伊藤委員長 

 ただいまより、一般会計の歳出から審査をはじめます。 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費、25ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長  

 ２款総務費、１項給与費、１目職員給与費、25ページから 26ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ２項総務管理費、１目一般管理費、26ページから 28ページ。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 一般管理費の 27 ページ、臨時職員雇用事業費 683 万円についてお聞きしたいんですが、前

年度から見ると前年度が１千 62 万ですが、大幅に少なくなっているんですが現在何名の臨時職

員の方がおられるのか、お伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 現在におけます会計年度職員につきましては、全体で 75 名となっております。内訳といたし

ましてはフルタイムが 27名、パートタイムが 48名という内訳となっております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 全体で 75 名の臨時職員ということですが、昨年と比べて何名位違うのかお伺いしたいと思い
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ます。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 昨年末におけます職員数に対しましては全体で 70 名、うちフルタイムが 28 名、パートの方

が 42名という人数になっております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 全体で５名の人数が少ないということなんですが、実は臨時職員の方の人数を少なくしてやっ

ているわけなんですが、実は職員の方の時間外手当が一向に変わっていない。逆に昨年よりも

100万円増えている実態があるんですが、臨職を減らしてこういうふうに時間外が増えているの

であれば、余り意味がないのかなというふうに思うんですが、その辺どうでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 昨年度の時間外の増えた要因といたしましては、３月のコロナ発生に伴います消毒作業とかそ

の分の事務作業で増えた部分でありまして２月までの累計でいきますと増えていないということ

となっております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 答弁いただいたんですが、去年の決算なんですが５年前と比べて今の職員体制は、５年前は 80

名体制でやっておられたんですが、現在それよりも５、６名増えている状況なんですよ。５年前

の職員の臨職の雇用事業費というのはわずか 92 万ぐらいだったんです、わずか。時間外が昨年

と変わらず１千万円超えているんですが、人数が 80名から 85～６名になっているんですよね。

そんなに時間外が変わらない。臨時職員の人数が逆にそれほど大きく変わっているわけではない

状況を踏まえて、今後、職員体制を今の現状 85～６名を維持していく考えだろうとは思うんです

が、こういうふうに時間外とかそんなに変わらないのであれば増やしている意味はどうなんだろ

うと思うんです。80名と 85名、５名正職員が違うと仕事量がやはり違うと思うんです。そこら

辺は今後どういうふうに考えているのかお聞きしたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 職員定数に関しましては、平成 26 年に事務改善委員会のところで人数の確認をしたところで

ございますが、おっしゃるとおり現在 86 名、特別会計入れている中で、時間外に関しましてそ

の時々、その年におきまして先ほど申し上げましたとおり、コロナとかその年々の事業によって

左右される部分がありますので、時間外がないのが望ましい形ですが、どうしてもそういう部分

のその年による伸びというのは発生してしまうというふうに考えています。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 それでは項目が変わりますけども一般管理費の 28 ページ、ふるさと特産品ＰＲ。ふるさと納

税の返礼事業なんですが、666万円ということであります。ふるさと寄附金が１千 142万５千

円ということですが、寄附をされている方、そこに清里町出身者はどういうふうになっているの

かをお聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ふるさと納税ふるさと寄附金の関係でございます。今、委員おっしゃったとおり 31 年度の金

額の実績が１千 142万５千円というふうになってございます。件数では 848件というふうにな

ってございます。ただいま御質問ありました寄附をされている方の内訳、どういう方かというこ

とですけども、清里出身かそこまでは押さえきれていない部分ありますけども、ふるさと会に加

入されている方とか、例えばイベント、斜里岳ロードレース大会に参加された方、そういう方も

含めて寄附の方、実態としてはしていただいている状況がございます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 何年か前から見ると寄附金がやっぱり増えているのかなというふうには思うんですけども、極

端に言うと北海道ナンバーワンのところから見ると、うちの町はわずかな金額しかありませんけ

れども返礼としては焼酎とか農産物が主になっているのかなというふうに思いますが、今後とも

今の流れをそんなに変えることなくやっていこうと思っているのか、その辺はどういうふうに考

えていますか。 
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○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ふるさと納税の関係、今おっしゃったとおり昨年と比べて金額で約 400 万円程増えているの

かなと思います。今後のふるさと寄附金、納税の考え方でございますけど、現状では今のところ

町内の特産品とか事業者と連携しながら返礼品を見つける中現状の形をベースに進めていければ

なというふうに思っています。 

 昨年からは若干増えていますけれども、サイトとの連携、昨年と違う部分というかプラスした

部分で言うとふるさと納税の広告を 30 年度よりは若干ＰＲ関係で広告とかその他無料のところ

も含めて周知をした関係で若干増えているのかなというふうには思っております。 

 今後の進め方は全体的には今後もこのふるさと寄附金、ふるさと納税の制度を活用してまちづ

くりにも繋げていきたいと思っておりますし、町のＰＲも含めてということでこのような形で進

めていければなと思っているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ふるさと納税の制度の仕組みを考えていきますと、海産物があったり牛肉があったり特化され

たところだとか特殊な環境状況の中において大きくなっていく。清里の場合は特産品といっても

難しい状況の中で多少なりと何年か伸びていますから、頑張っているなというふうに認識はいた

しております。 

 その中で気になるのが仕組みとしてうちは前年度の寄附を基金に積んで、翌年度一般財源から

持ち出してやっていくという形ですから実質的には昨年度、30年度の決算でいくと、きっと 770

万円台だと思うんです。今回の決算の１千 100 万については来年度の一般財源として充当して

いく。したがって実際 770万と今回かかっている経費、一般財源 660万でいきますと実質的に

プラス財源というのは 110万か 120万というのが現実的な実態だということで、ふるさと納税

ということでそんなに気にすることはなくて、淡々とこの部分は活用することは活用するで十分

新しいものも小さく頑張っている方々、コーヒー店をやったりベリーだとか小さな取り組みをや

っている方、そういったものを丁寧に拾い上げて組み合わせて町内の小さな色んな活動をきちん

と補完して行くということが大事だと思いますので、その方向性の中で続けていかれるのかどう

かという確認をまず１点目。 

 それと２点目、昨年度も決算で質問していて非常に申し訳ないんですけれども、サイトのきち

んとしたチェックが今年も行われていないんじゃないか。現実的にさとふるとチョイス両方とも

極端になりますと焼酎の２本組が受付期間外になっている。今朝も確認したんですけど期間外に

なっている。それから農産物の収穫期に完全に入っていますけれども、例えばじゃがいもや玉葱

の関係受付期間外。去年答弁いただいた関係でしっかりとそういったことについては委託先や関

係の物を発送する元が基本的には注文受ける側がチョイスなりさとふるの運営にきちんと連絡し

ながらやっているとは思うんですけども、その辺がやっぱりせっかく小さなところが一生懸命頑
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張っているところをフォローしていく側の対応が非常に不十分だ、それはある意味、町づくりに

対する姿勢とかポジショニングとかが少し疑われるというのは表現悪いですけれども、そういっ

たことをしっかりやっていくことがあわせて必要だと思うんですけど、以上の２点についてそれ

ぞれ見解をお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 まず前段の今後の方向性でございます。委員からもお話ありましたとおり当然うちの町は今の

ところ昨年も含めて一番多いのが清里のじゃがいもセットまた焼酎ということで進んでおります。

ただ、今お話ありましたとおり新しい例えばコーヒーのところとかも含めて新たなところもきち

んと拾いながらということで、この制度を活用して町のＰＲも含めてできればなというふうに思

っているところでございます。 

 それから後段の部分の関係でございます。サイトのチェックの関係でございます。そういう形

できちんとチェックを町としてするようにしておりますので、その辺がきちんとなってなければ

また改めてしたいなというふうに思います。ただ品物、サイトの方もきちんと確認しますが全部

消すのではなくて項目を一応は残しているような形をとっておりますので完全にそこから排除す

る結果、削除するわけではなくてそういう品物がありますよということでしているところもあり

ます。ただ、今後の今取り扱っているのかという部分を含めてはきちんと町としてきちんとチェ

ック体制なりは行っていかなければならないのかなと思っておりますので、きちんと町の体制と

しまして、その辺については行っていくというふうに進めていければと思いますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 前段の部分については理解をさせていただきたいと思います。後段については前もお話したと

おり、どこが管理主体なのか責任を持ってやるのか、私は全て町がやれというふうには思ってい

ません。やはりそれなりの業務を請け負ったところの主体が責任持って連絡調整をしていくとい

う姿勢が必要であって今、申し上げたのは、もう既に農産物の収穫期に入っているのに当然普通

であればその収穫期発送準備といったものがありましょうけれども、普通であればひと月、ひと

月半前にきちんと受け付けながら発送していくというのが普通の取引、商業上の取引も含めてそ

れは当たり前の話なんですけども、そういった基本的なことがなされていないというのであれば、

やはり関係する機関に対してしっかり指導をした上で対応していく、今言ったようにじゃがいも

やタマネギ、焼酎の２本組の１部を受付期間外とサイトの中で出てくる。これが実態なのでもう

一度点検しながら、どこに問題点があるのか。町にやれとは言っていませんので。きちんと連携

しながらやっている機関なり団体との関係において本来果たすべき仕事を果たしていただきなが

ら新しい方向性も出てきているわけですから、しっかり取り組みを行っていただきたい、このよ
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うに考えますので再度答弁がありましたらお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 町としてのサイトへの関わり方も含めましてもう一度再確認をしながら業者とも連携しながら

この事業についてしっかりと進めていければというふうに思っております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。なければ、次進みます。 

 

○伊藤委員長 

 ２目財産管理費、３目地籍管理費を一括で、28ページから 31ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 29ページの下段なんですけども、旧新栄小学校の解体に伴う石綿調査料 247万円ほどありま

すが、平成３0年に解体設計 387万決算されております。加えて、石綿の調査に関することでこ

の分が追加されたということでありますけども、その辺の検証がされたのかどうなのかというの

をまずお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 新栄小学校の石綿調査は後で別発注してこのような形で調査させていただきました。解体工事

を積算する上であるかないかによっては工事費がかなり違ってきまして、この結果として建築資

材に含まれている部分があったり、それ以外の壁材の方で含まれている部分がありましたので、

含まれている部分は外に空気が漏れないような形で積算の方に影響しております。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 古い建物を壊す場合には石綿の関係も関連してくると思いますので、できることならば１回の

調査で済むというのがルールだと思いますので、無駄のないように今後とも解体等に伴う委託に

関しては慎重に進めていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君) 

 今後、解体部分のしなければならない建物が出てくると思いますので、それに関しましては今

委員おっしゃられたとおり無駄のないように、あらかじめ考慮した上での解体工事の発注をして

いきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 町有財産管理事業で聞きたいと思います。２点ほど財産管理について質問をさせていただきま

す。29ページの町有財産管理事業、町有財産に入ると思うんですが、現在清里クリニックに無償

提供している医師の住宅、これはクリニックのすぐそばにある２棟と 16 号沿いにもう２棟ある

のですが、この管理はクリニックが行っているのかそれとも町が行っているのか、その辺はいか

がですか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今おっしゃられました住宅に関しましては、衛生費の方で計上している部分の住宅管理という

ふうになっております。 

 

○伊藤委員長 

 衛生費の方です。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 衛生費というと、要するに町が管理しているということですか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 所管課が保健福祉課の方で管理している住宅となっております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 所管が違うということですけれども、実は 16 号沿いにある２戸の住宅もあるんですが、実は



22 

 

私、実際見てみたらほとんど管理状態になってないんじゃないかっていうぐらいに雑草と木が凄

いんです。どこが管理してもいいですけど町がやっぱり管理している以上はしっかりと入ってい

る入っていないは別にして、やっていただきたいというふうに思うんですが、いかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 これは所管が違うんですか。その辺をはっきりしていただいて。副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 16号の医師住宅につきましては、町がクリニックさんの方に貸している住宅でありまして、ク

リニックさんの方が管理をするというルールの中でやっている住宅です。ただ、元々町の住宅を

貸しているということでありますので、先日も定例の打ち合わせの時に管理についても色々話を

させていただきましたけども、引き続き指導も徹底するように私の方から伝えていきたいと思い

ますのでご理解賜りたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 実際に 16号沿いの住宅の方に医師は入っているんですか、いないんですか。 

 

○伊藤委員長 

 基本的に所管が違うということを今聞きましたので、できれば保健福祉課の時に詳しいことを

説明していただけるのではないかなというふうに思っていますが、どうですか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 所管が違うということですが、私は町有財産として聞いているわけで。管理しているのは所管

が違うということですが、町有財産としてこの項目にある以上は、そこについて述べていただき

たいというふうに私は思うんです。 

 

○伊藤委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 先ほどお話しいただきました管理についてはクリニックさんの方にやっていただいていうこと

でありまして、利用状況でありますけれども細かいところまでは承知しておりませんけれども、

たまたまスポットのお医者さんでありますとか、一時期は看護師さんも入っていたかなというふ

うに思っていますけれども、今は入っていない時の方が多いのかなというふうに思います。スポ

ットのお医者さんとかも入っているケースがあるのかなと思っていますけれども、どちらにして

もあの辺の雑草の伸びとかもありますので、改めて指導するように徹底していきたいと思います

のでご理解をいただきたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 クリニックに貸しているからクリニックの方で管理して欲しいという気持ちはわかります。あ

そこを通って１番思ったのが、雑草もそうですが木が凄いんです。医師の住宅に電線があるんで

すが、その電線に木がかかり過ぎて危険だなというふうに私は思っていたんです。 

 管理するのはクリニック側ということですが、やっぱり町有財産として扱うのであればあの辺

の樹木を少し切ったりして環境整備した方が良いんじゃないかなというふうに私は思ったんです

が、今後、町としてどういうふうに考えているのか。すぐ答えは出ないかもしれないですけども、

今の段階でどういうふうに考えているのかお聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 通常の草については改めて指導していきたいと思っておりますし、今の大きな木が何本かある、

生い茂っているというような話も承知しておりますので、その辺については十分に検討させてい

ただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。池下委員 

 

○池下副委員長 

 それでは項目変わりますけれども 30 ページの中段にあります、緑清荘管理運営事業費の中で

特殊建築物定期報告書作成業務委託料というふうにはあるんですが、これはどういったものなの

かお聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 特殊建築物定期調査報告というのは建築基準法に定められておりまして、建築物件ごとに各年

数も決まっていまして、中身的には、公共性が高く不特定多数が利用する建築物、火災発生のお

それがある高い建築物、あと衛生管理が求められる建築物についての防火設備、換気などを定期

的に調べるものです。町の管理物件といたしましては、現在７つの物件がございます。それは定

期的に調査するのがこの項目でございます。 

 

○伊藤委員長 
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 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 見ますと緑清荘とパパスランドも入っているんです。それでいながら緑温泉は入っていないん

ですが、７つの物件ということですが、どういうわけで入っていないのか。特殊物件には当たら

ないのかなというふうに思うんですが、その辺いかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今私申し上げました７つの物件の中には緑温泉は入っておりません。これは面積要件から外れ

ているというふうに認識しております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他ありますか。岡本委員。  

 

○岡本委員 

 29 ページの町有財産管理事業費の中の江南総合研修センター運営補助と、神威地区研修セン

ター運営補助があるんですけど、これはあくまでも管理費ということでよろしいんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 この２つにつきましては管理していただいている団体への補助ということで負担しております。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 自治会活動等に対しての補助とは全く別物だということでよろしいですか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 あくまでも施設管理に係るものとして支出しております。 

 

○伊藤委員長 
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 他、ございますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 31 ページの緑温泉の倉庫借上料 29 万７千円に関連した部分で確認させていただきたいと思

うんですけど、きっと釧網線利用促進の関係でウィラーの小型のモービルをやられた形だという

ふうに思います。釧網線活性化の関係で新しい取り組みということで試験的にやってみて交流人

口の拡大だとか観光拠点がありますので、利用の促進を図っていきたいという意図でやってきた

と思うんですけど、導入の段階では色々と説明ありましたれども、決算年度における実績はどの

ようになっているのか。その中で温泉の指定管理者に色んな負担が生じたという部分もあって、

それが持続的な継続的な形として動いてきているのかどうなのか。 

 非常に気になるのは緑地区の関係については、地域活性化の関係で今回はあえて触れませんけ

れども、課題があってやりっぱなしとか次の手立てだとかフォローしていくだとか一連の仕組み、

結果についてもほとんど議会に対しても報告がない。今年度はどういう形になったか。推測的に

はコロナでなかなかそういった形が難しくなってやめたのか、それとも実証実験が終わってそう

いった形が難しいから今年は取りやめになったのか、そういった経過も含めて事後フォローがほ

とんどなされていないというのはやっぱり特に昨日一般質問させていただきましたけれども、緑

地域や札弦地域の活性化とか生活機能をきちんと支えていく意味で、もう少しその辺の議会に対

しての説明もそうですし、町民に対する説明、受け皿となっていただいた団体や機関に対する説

明、地域の中でそういった情報を共有していくという基本的な部分で非常に大事なことだと思う

んですけども、今申し上げた何点かの関係についてこの場で御説明をお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ここの部分については企画政策課の方で今委員からありましたとおり、昨年ＪＲ線釧網本線の

活性化実行委員会が事業の受託をしておりますウィラーという会社と連携をしながらアイロード

という電動の超小型モビリティ、これを緑温泉の方に最初２台、途中から４台ということで入れ

まして近くの緑温泉から神の子、さくらの滝へのアクセス手段の活用のために試験的に導入をさ

せていただいたものでございます。それに関わる倉庫の関係の部分がここに出ているというふう

に思います。この事業の事後フォローという報告がということがございました。その部分につい

ては申し訳なかったかなというふうに思いますけども、実は今年度におきましてもウィラーの方

と連携しながら、ぜひ昨年度だけでは判断できないということもありましたので、昨年の件数に

ついては 20件弱だったというふうに件数的には思っております。 

 最初、ＪＲを活用した方ということだったものですから、なかなかその部分がいなかった、途

中から実は車で来られた方も対応できるようにということでＰＲしたんですけども、件数的には

それくらいだったかなというふうに押さえているところでございます。今年度も先ほど言ったと

おり、実は連携しながら行いたいということで進めていたんですけども、ウィラーの方で今年に

ついてはオリンピックがあったので、そちらに使う関係があってもしかしたらこちらの地域の方

には車なりが回らない可能性があるという話と、新型コロナの関係についても実は難しいという
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ところがありました。可能であれば町としてはせっかくの昨年、試験的なことを行ってきました

ので、引き続き観光地へのアクセス手段がなかなかない部分の中でこういった部分が活用できれ

ばなということで、本当は引き続きやっていきたかったなと思っているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 経過については了解しました。企画政策課長からお話あったとおり、最初は釧網線の関係のＪ

Ｒのチケットと１セットでそういった商品という形の中で、パイロット的な試験事業でやられて

ほとんど利用が伸びなかったというのが事実で、その後、施設の管理者の方からお話伺って、そ

れを外して先ほどお話があったように車で来ても利用できるような形という事で神の子池に行っ

たりそういった活用も少し展開できるようになった。 

 ただ実績として 20 件程度に留まっているのが事実であって、それが良い悪いじゃなくて問題

とすべき点は、やはり特にその地域との色んな関係団体や会社との協力の中でやっていく時、地

元が置き去りにされてきた地域に置き去りされた、何か食べてその後は知りませんという仕事の

やり方というのは今後とも信頼関係を築いていくわけで、持続性とかそういったものはある意味

担保しながらだとか、きちんと情報を共有しながらだとか、それが次の展開にどう繋げていくか

ということを明確な方向性を。目新しいものに飛びつくなと言っているのではなくてそういった

ことも必要でしょうけどそういった場合についてもある程度の責任、町が主体的に取り組んでウ

ィラー、釧網線活性化、利用の促進の関係とか緑温泉との管理者と一緒にやっているわけですか

ら、そういった中においてしっかり明確に方向性を示しながらフォローしていくという姿勢が今

後とも問われてくるんじゃないか。 

 事業できませんということについてもそれで事済むことなのか、その繰り返しを今後、緑地域

の振興を考えた場合に非常に大きな問題点を残す、その辺の仕事と仕組みの作り方をもう少し丁

寧にぜひ取り組んでいただいて、せっかくやった事業ですからその成果が次に展開できる方向性

をぜひ具体的に探っていただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまのお話でございます。昨年ウィラーと連携、また実際の管理については緑温泉を管理

していただいております指定管理者の会社の方にお願いする中、管理、貸し出し等やっていただ

きました。その中ではお話させていただきながらきちんと連携をさせてもらったつもりではあり

ますけども、それ以上に今お話ありましたとおり、情報の共有化だったりきちんとした支援とい

うことで信頼関係の構築が必要かなというふうに思いますので、その辺含めて今後こういうこと

があった場合については十分に情報共有しながら行っていただきたいなというところでございま

す。 
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○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 先ほど池下委員の質疑と重複するかもしれませんけども、この問題は私も以前、委員会の中で

指摘した経過がございまして、特殊建物定期報告書の関係ですけども、あの時実際問題、建坪に

応じての定期報告書ということになりますから、これは毎年かかるものをすべて委託という形で

公共財の検査体制でそこに払っているかなという指摘で前回も質疑された経緯があります。 

 課長の方からもこの部分に対しては、関係依頼先と十分詰めながら適正な見合いの価格と言い

ますか、委託料を検討する、あるいは実施設計の中身で躯体の設計上の問題、ルール、専門的な

ものがありますから、その設計の業者に全てお任せしているという答弁をいただいた中で、ただ

し、そこはしっかりと民間でも同じような検査体制がとれるという部分の認識を持ちつつ、重々、

予算あるいは決算の中で反映していただきたいということで質疑してその中で答弁としても前向

きに検討していきたいという旨がありましたけども、今後に向けて同じように何度も何度も質問

しますけども、そこら辺丁寧に進めていくことによって、多少なりともこの委託料、限られた財

政の中で見直しを図るべき要素かなと思いますので、そこら辺もし何かの進展があればあわせて

説明していただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今の御質問の特殊建築物の調査に関しましては以前にもご質問いただきました。今現在行って

いますのは設計した業者との見積もり合わせによって委託をしております。この部分は設計した

業者でなければという部分ありますが、やはり設計した業者が一番その建物を熟知しているとい

う判断から現在のところ行っていまして、もし、それが一括してどこか違う業者となりますとや

はり設計していない部分に関しましての資料収集等で時間もかかりますし、その部分で経費が発

生しますのでそんな面からいきますと一番その建物を熟知した業者との見積もり合わせ行為によ

ってやっていくのが得策と言う事で今現在進めておりますし、今のところは今のやり方を続けて

いきたいと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 設計した業者が確かに全て基本的なものを持っていますから全て実施できるというのは重々わ

かりますけども、ある程度の構築物における状況だとか毎年定期検査した中でチェックしながら

項目で記載していくと思うんですけども、はっきり言いまして定期検査ですからそんなに極端に

大きな大地震だとかがない限りは、私の所見ですけれどもそんなに難しさはないのかなと。そこ

には何があるのかなと言うと民間的な発想となりますとある程度の価格の折り合い、見積もりを
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出しながらでもやはりもう少し何とかならないかとそういう話もやはり普通であればします。ど

うしても行政サイドに立ち返ってしまうと全てお願いはしますけども、どのような躯体の大きな

建物、平米においても民間であればそこはやはり民間ベースで競争しながら安い業者に定期報告

書の作成依頼とはやりますし、先ほど詳しい設計図が云々とありましたけども、じゃあ行政とし

ての部分は建築なり産業建設課の中で押さえていないのかという逆に観点からも投げかけがあり

ますからそれもないという中で公共財を建てるということはないと思いますから、そういった部

分も含めてやりそこら辺のもう一度検討する余地があるかないかはこれからの話になりますけど

も、今後やはりもう少し前に進めていただいて、民間ベースの採用というかそういう形もできる

かできないかを検討していただきたいなと改めて質疑させていただきます。色々ありますけれど

も課長の方から一言あれば。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 建物の構造の熟知に関しましては当然おっしゃられるとおり、役場の担当者の方で熟知してい

るべきものと考えています。もう１つの理由としましては、継続して調査することによって、年

ごとの変化がわかるという部分ももう１つの利点ということだとしております。ただし、今のや

り方が絶対的なもので普遍的なものというふうにも考えておりませんので、今後おっしゃられた

意見を参考に、もしこれから良い方法があればそちらの方も検討してまいりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。なければ次行きます。 

 

○伊藤委員長 

 ４目広報費、31ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 広報費ですけども前年度に比べて約 120 万程増額になっていますけれども、内容としまして

印刷製本費、そして手数料、器具購入費などかと思いますがこれらについて内容を教えていただ

きたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 広報費、昨年と比較して一番大きいのは広報作成用のパソコンの購入が 73 万ほど、それから

町政要覧の作成関係が大体 50 万ぐらいということで、その他各科目ごとに若干上がっていると

いうことで、１番大きいのは今の２つが前年度 30 年と比較して変わっているところかなという

ふうに思っているところでございます。 
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○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 町政要覧の関係は、その下段にまた町政要覧印刷製本費ということで 46万ほど載っています。

手数料というのも何に対しての手数料なのかということを教えていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 広報費の手数料でございますけども、広報作成用のソフトウェアの関係でございまして、その

ライセンス導入の手数料がその部分で 10万５千円ほどかかっているところでございます。 

 

○堀川委員 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 ホームページの運営事業費の関係について、昨年度たしか 420 万何がしによって完全にリニ

ューアルされたというふうに理解していますが、特に今年に入ってからコロナの関係もあるでし

ょうけれども、なかなか旅行客に当町に来ていただけない形で広報の担当者の皆さん色々苦労し

ながら観光スポットなんかを積極的にホームページ上に流していただいて、最近ではドローンを

使ってそういった清里のスポットを撮影しながら今後対応していくという新しい動きがあるんで

すけれどもその中で具体的にホームページの管理運営手数料というのは具体的な業務として何と

何を委託しているのか、手数料として先ほどソフトウェアの更新とか新しい導入というお話が昨

年度その関係だというお話ありましたけど、これは具体的な手数料というのはホームページの運

営手数料というのは具体的な業務の内容、事業の内容をお示しいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただ今のホームページの関係でございます。委託につきましてはホームページの維持管理とい

うことでクラウドで管理しておりますので、この管理の関係が一番かかるのかなというふうに思

います。実際の更新作業については町の職員が行うところでございますけど、クラウドの管理の

関係を含めて委託をしているところでございます。 
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○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 クラウドサーバーを共有してますから、それに対する使用手数料が年間で約 100 万円近くと

いうのが全額という理解でよろしいですか。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今委員からお話あったとおり、経費でございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 その部分については理解しました。ホームページの関係で先ほど新しい取り組みが若い職員の

方を中心に積極的にされているというのは非常に評価したいと思います。昨年更新された中にお

いて気になる部分が。特に我々今の時代ですからほぼ携帯、スマホでホームページを見させてい

ただくんですけども、その中で例えばニュース、町からのお知らせの部分でそれが時系列的に流

れるんですけれども、この更新の自動更新、例えば今の部分でいくと過去的なニュースについて

もほぼ昨年からほぼ１年以上のものがあって既にいろんな部分でニュースとしてほとんど消さな

くちゃいけないものも消えない部分で、更新という形の中で残っていたりするわけなんですけれ

ども、そういったプログラムは新しいホームページを立ち上げる時に過去色んな部分であれば消

去も含めていつの段階で消えていくか自動的に設定してやっているのが普通の立ち上げの仕方な

んですけれどもそういったプログラミングだとか自動管理というものが全体としてされているの

か、それとも手作業で上げた人が担当者が１回１回消すような形の中でその中で消し忘れがあっ

たりとか、古いやつがあったりもう既に全然生きていないようなものが残っている形なのかその

辺運用の実態というものはどのようになっているのか、お教えいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまのホームページのトップページに現れる新規ニュースとかそういう部分でしょうか。

その分について更新が残っているということで、実際自動で消えるように動いているシステムに

そちらの方でなっているんですけども、終わった部分、ニュースその他についてはきちんと消去

するような体制というのはきちんととらなければならないのかなと。 
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 新しいニュースはきちんと更新するような中でホームページついては管理を行っていきたいと

いうふうに思っています。再確認させていただきましてホームページについて町民の方、その他

の方含めてきちんと情報が伝わるような形で今後も運営管理ができればいいかなというふうに思

っているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 是非もう１回点検をしていただいて、どういった状況になっているのかという形をもしそうい

ったことがきちんとなっていないのであれば、プログラム自体がきちんとなっていないんじゃな

いかなという気がしないでもないですから。当然そう言った町の情報、ニュースを入れた時にそ

れが例えばある一定の募集期間人を募集するということであれば締め切りがあるわけですから、

少なくともそれは終わりましたというのを出して、その後２週間後くらいには自動的に消えるよ

うなプログラムの中に入れておけば済む話であって、１回１回人の手を煩わせる話でもないです

からそのように認識しています。 

 ただ、やはり町民にとっては紙ベースの広報はまだまだ大切なものですが外から見る場合はほ

とんど町への入り口はホームページ、ある意味では町の顔になってくる。我々仕事をやっていて

もそうなんですけどソフトとか全部更新する時は非常に力を入れて一生懸命やっていくんですが、

今は時代が時代だから情報の陳腐化が、もの凄い早いスピードになっていきます。そういった意

味においてやはりそういったものがきちんとされているかどうかというのが町の行政の１つのポ

ジショニング、姿勢がまちづくりにどういう形の中で全体を取り組んでいるかというのが１つの

表れだと思いますので、そういったことをぜひ丁寧に拾って行っていただきたい。 

 それからもう１つ気になるのは映像の関係、これも更新する時に色んなソフトを入れながら動

画を入れたり、その更新も今は１年単位だとか下手すれば春夏秋冬は変わって行くだとか、スピ

ーディーになってきているんで、そういったものが陳腐化して１年たった、２年たったものを同

じ動画や映像が流れていることに非常に違和感を感じますので、お金のかかることですからなか

なか大変でしょうけど、先ほど申し上げたとおり若い職員の方を中心にしながら新しい取り組み

をどんどんやっているわけですからそういった素材を十分に生かしながら新たな発信の方法とい

うことも是非内部的には検討いただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま委員からお話ありましたとおり、町外の方、特に道外とか世界からもでしょうけど、

それの町への入り口と言えばやっぱりインターネット、ホームページかなというふうに思ってい

るところでございます。情報管理というのは、きちんとし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。情報更新というのは大切ですけども、きちんとした終わったも

のについては削除とかも含めてそれができて本当の情報発信の管理かなと思いますので、その辺



32 

 

はきちんと丁寧に行っていかなければならないのかなというふうに認識をしております。また映

像の関係についてもきちんとその辺についてはその時その時に合ったものも含めましてきちんと

内容等を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。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ありますか。なければ次行きます。 

 

○伊藤委員長  

 ５目自治振興費、31ページから 32ページ。前中委員。 

 

○前中委員 

 32ページ、街灯管理事業費について質問させていただきます。この中に道路防犯灯移設工事請

負費、これはやはり町の流れといたしまして小学校１校になってスクールバスの関係の移設、あ

るいは人口減少の中で、空き家だとかそういう部分で防犯的な要素でここに設置したいという要

望でかなり移設要望が出て移設工事があったのかなという部分の金額として押さえているんです

けども、その中で従来、蛍光灯あるいはナトリウム灯とかの防犯灯がかなり多かったと思うんで

すけども、この道路防犯灯移設工事に伴い、全てＬＥＤ化されたと認識してよろしいでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの街灯の関係でございます。昨年度については道路防犯灯の新設が延べ３件ございま

した。後段にありました街灯の関係については全てＬＥＤになっているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ３件は全て流れとして省エネのＬＥＤ化の街灯に置き換わっている説明で、あわせて他に残存

する街灯の中の状況もあわせて説明願います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 大変申し訳ありません。全て昨年の新設部分だけではなくて今までありました部分も含めて、

今建っている街灯も防犯灯も含めて全てＬＥＤになっているところでございます。 

 

○伊藤委員長 
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 前中委員。 

 

○前中委員 

 ほとんどＬＥＤ化されたということで今説明がありました。そこでＬＥＤ化に伴ってナトリウ

ムあるいは蛍光灯に比べてワット数に応じる従来の蛍光灯で 40 ワットの防犯灯をＬＥＤ化した

ことにより、例えば 20 ワット位でも同じだけの照度が得られますよとコマーシャルであってそ

ういう認識でありますからそうなった時に街灯の電気料金は特殊性のある契約かなとは思うんで

すけども、従来 40 ワット契約で蛍光灯契約しているものをＬＥＤ化したことによってワット数

を下げれば全体の料金体系の契約も 40～20に下げた、多分基本料金も下がると思うんですけど

も、そういう料金体系で行政としてもそのような方向で料金体制もチェックしながら契約してい

るかどうかの確認ですけども、説明よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの街路灯、防犯灯の電気料の関係でございます。過去正確でないかもしれませんけど

28 年度からＬＥＤ化したのかなというふうに思っています。それまでに 27 年度までが電気料

420万円ほどかかっていたのが 28年度から 230万円ほどになっています。令和元年度につき

ましても 220 万円ほどということになっております。街路灯の契約数については変わっており

ませんので、それ位になっているのかなというふうに判断しているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 27年、28年、確かに 400何万位か光熱料がかかっていて、これだけのコスト削減になって

いるという説明は確かにそうなんですけど、ただ、同じ 40 ワットの蛍光灯に対して同じ 40 ワ

ットのＬＥＤというのはどうなんでしょうかという問題意識の中での指摘ですから、今の中でか

なりそういう部分で工事事業者との中できっちり契約も下げるなり対応をしたという理解で今の

説明ではそうなっているのかなと思いますので、今後の中の１つの確認という意味で質問させて

いただきました。 

 それと合わせて今、そういう形でＬＥＤ化によってこれだけのコスト削減になっていると。要

望的にもスクールバスの関係で色んな部分で子供たちが新入学児童あるいは新入学の生徒が出た

ときにやはりこれから秋口に対する夕暮れどきの中で防犯灯の、所管の方にも出てきていると思

うんですけども、そういう対応も今まで以上に密にしていただきながら今後進めていただきたい

そのように思います。よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの前段の関係、ＬＥＤにした関係、ワット数とか照度の関係については確認しながら

やっているというふうに思っているところでございます。後段、通学バスまた子供たちの安全も

含めて街路灯、防犯灯については十分に安全面が図れるような形で進めていければというふうに

思っているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員   

 32 ページの地域推進事業費の中の地域活動推進事業交付金で説明書の中にあります事業交付

金、協働、共生のまちづくり交付金、共創のまちづくり交付金、予算に対して大分ショートして

いると思うんですけれども、２つの事業内容を教えていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただ今の地域活動推進事業交付金の関係でございます。協働、共生のまちづくり交付金の関係

でございますけども、通常の自治会が行う活動についてはそんなに変わっていないのかなという

ふうに思います。ただ、それぞれの団体が地域づくり、まちづくりのために行う行事やイベント、

その他の地域事業の関係について若干その部分について年度によって増減があるのかなというふ

うに思っています。通常の部分についてはこの交付金について自治会やまちづくり団体がまちづ

くりのために活動する経費として補助をしているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 もう１つの共創のまちづくり交付金というのも同じなんですか。２つあると思うんですけども。 

 

○伊藤委員長 

 協働と共生のまちづくり交付金と、共創のまちづくり交付金で２つあるのでそのことを言って

いると。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 
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 令和元年度で言いますと、共創のまちづくり事業の実績でございますけども、例えば大人盆踊

り大会ですとかサンタクロースの宅配事業とかそういうような地域の団体が自ら地域づくりのた

めに行う活動に対しまして行っている事業でございます。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 今、自治体活動は縮小というかなかなか盛んに行われていないというのが現実なのかなと思い

ますので一番下にあります自治会館整備交付金、これは予算に対して実績は同じ位の金額になっ

ているんですけども、各自治会の会館も老朽化がある会館も増えているように思いますので、こ

ちらの上の２つの予算額を余っているのであればそちらに少しでも回していくという考えも良い

のではないかと思いますので、これに対してよろしくお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今回、自治会整備交付金については実績で 44 万何がしというような実績がございました。今

委員からお話ありましたとおり、それぞれの自治会館かなり老朽化になっていることについては

聞いているところでございます。予算的には全体の交付金の中でやりくりというか、その分につ

いては申請があった段階については十分検討していくような形をとっていきたいというふうに思

っております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 自治振興を含めた全体的な関係ですけども、昨年の決算でも御質問申し上げましたけれども、

まちづくり住民大会が無くなった。最近聞くところによると市街地の自治会の連合会も解散して

いっている。今年の町長執行方針もそうでしょうし、この間の一般質問の答弁でも協働、共生、

共創のまちづくりとかそういった大きな目標をずっと言っていて、現実的には岡本委員からもあ

ったように自治会活動の担い手が高齢化しているということもあったり環境が変わって非常に衰

退していっている。そこで町民の皆さんが色んな部分で今年はコロナの関係でなかなか集まれな

くて難しかったんでしょうけれども、そういった地域課題を共有しながら、共生、共創型の地域

社会、自治会を作っていく営みがかなり衰退してきている。人づくりとか人材と言いながらも具

体的にそういった事業がなかなか立ち上がってこない。昨年の決算の中においても今後新たな方

法論を検討したいと言っていたけれども結局具体的な展開がなかなか見られなかったという形で、

教育の場面でとか色んな場面もあるでしょうから、もう少しその辺自治振興、地域振興という形

の中で共生、共創とか協働のまちづくりを大きなまちづくりの目標として掲げてやっているわけ
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ですからその辺の具体的な事業展開というものをもう少し能動的に積極的にやっていく。そして

そういった地域の担い手を課題を共有しながら育てていくという形、そして自治会活動等につい

て刺激も与えていくという形の中でやっていかなければ、ますますこれは停滞していって逆に言

えば交付金や補助金だけで活動を支えようとしても限界値に来ているということが今言ったよう

な不要額等の実態に繋がっているというのもあろうかと思います。その辺の取り組みについても

どのように担当課としては捉えられているか、ご答弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問でございます。委員からありましたとおり、昨年の委員会でもあったのかな

と思います。まちづくり住民大会のあとの部分については検討するということで答弁したのかな

というふうに思っています。具体的な案については、実はまだ出来てない部分がございます。た

だ、委員からお話ありましたとおり自治会活動が例えば自治会の方の高齢化によってできなくな

っている部分、またコミュニティーの場もきちんとした部分を作らなくてはいけないと思ってい

るところでございまして、やはり地域課題を共有の場、町民の方と共通認識を持つ場というのが

必要なのかなというふうに思っております。それがまちづくり住民大会みたいな形の方式がいい

のか、その他の部分がいいのかも含めて、また同じような答弁になってしまいますが、十分に今

後も含めて地域課題を共有する場が必要というふうに感じておりますので、またお話ありました

とおり能動的にということもありました。その辺課題を共有する場について模索をしていきたい

というふうに思っているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 先ほど申し述べたとおり、協働、共生、共創そういった町づくりを大きなまちづくりの柱とし

てそれを謳っているわけで、今言った現状の課題という形になると、自治能力、町民の個々の自

治能力というのがやはり最後、人口減少、超高齢化社会を支える１つの大きな力になってくるこ

とが事実であって、そこにきちんと投資をしていく、時間と労力と人間をきちんと向けていくと

いうことがなければ、文言だけ動いたって結局はそういった現象に歯止めがききませんし、地域

全体の活力が衰退していく、具体的な手立て、まちづくり住民大会を復活させろという意味では

ないですから。やはりチーム清里として課を横断した中において掲げている行政課題や地域課題

を行政側と議会も含めて町民の皆さんと共有しながら具体的な解決の方向に向けて営みを行うた

めの入り口を作らなければ結果だけ求めてもなかなか成果が上がってこない実態、特にお金が悪

いという意味じゃないですから。そういったことも大事でしょうけれども、そういった形で不用

額がどんどん出たり執行率が落ちてくるだとかそういったイベント的なものが固定化してくる。

そういったイベントの担い手さえもいなくなってくる。何かやる時は役場職員が行かなければ出

来ない状態になっている。ほぼ全てのイベントに共通する事項になっているんじゃないかと思い
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ますけど、もう１歩前に行くためにはそういった地道な地域の自治の取り組みをきちんと補完し

たり奨励したり育って行くという何らかの具体的な見解がなければそれは達成し得ないと思いま

すので若い職員の方に色々とアイデアを持っているようですからそういったことも大事にしなが

らぜひ前向きに取り組んでいただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今お話ありましたとおり、うちの町については町民の方と協働、共創のまちづくりということ

で進めているところでございます。今、御意見ありましたけど自治の活動自治会を含めたそれぞ

れの町民の方の活動をきちんとした支援ができるような形を積極的に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。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。 

 ここで、10時 50分まで休憩とします。 

 

休憩  午前 10時 41分  

再開  午前 10時 50分 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて審査を再開いたします。 

 ６目交通安全対策費、32ページから 33ページ。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。 

 ７目防災対策費、33ページ。前中委員。 

 

○前中委員   

 この防災対策費、２年前にブラックアウトということで本町としても各施設に発電機の充当と

いうことで補正を組みながら１千 300 万円。発電機購入に向けて整備をしたわけですけども、

22 台整備したという報告がありまして、この発電機全てガソリンということで間違いないかの

確認です。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 
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 燃料使用につきましてはガソリンの発電機となっております。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員   

 何か委員会のときでも質疑もしたんですけども、やはり物は揃えてもその保守、点検管理、こ

こはしっかりとなされないと、この発電機機能もとっさの時に活用できないという部分、それと

各施設、パパスランドとか大きな構築物というか管理事業所においての発電機、あくまでも今の

説明でありますと、ガソリンだけとなりますと限られた電力しか供用できないのか。１つの例と

すればパパスランドや緑清荘さんであれば冷凍庫、冷蔵庫、それを賄えるだけの発電能力が果た

してこの整備した発電機の中に発揮できるかという多分無理だと思いますけども、そこら辺の認

識をしっかり押さえての使い方というのは各配置所に対して説明がなされているのかの確認です。

答弁願います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 購入した 22 台につきましては各施設に配ったところです。配った時に関しましてはメンテナ

ンス、時々の試運転等は必要というふうにしておりますが、改めて周知させていただきたいと思

います。またおっしゃったパパス等の部分でガソリンの欠点としましては備蓄が沢山できないと

いうのが欠点なっておりますけど、長時間・長期間にわたる部分では備蓄部分だけでは賄えない

部分は当然ありますので、その時に関しては他のところからの購入または使い回し等によってし

のがなければならないのかなと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員  

 質問の内容は、設置した部分でどのような使い方をされるかということで判断基準を答弁して

いただきたかったんです。パパスであれば、あくまでも電灯だとか最低限の非常事態の電灯とか

そういう部分の活用しかできないという認識で説明されているのか、あるいは食材的な提供、あ

るいは場所においての供用ですか、例えば何キロ KB とか使える動力もありますからそういうこ

とには確か使えるんじゃないのかな。そこの確認の意味で説明をしていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 
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 配備した 22 台につきましては営業に使える部分というのは考えておりません。あくまでも非

常時のための発電設備ということですので、電灯やストーブなどの当面の命を守るという部分の

配備だというふうにご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 何を言いたいかと言いますと、防災的な拠点として道の駅のパパスがあります。あるいは、き

よ～るも同じように１つの安全確保として最低限の貯蔵だとか食料の備蓄に関する冷凍庫がある

ところに対しての供用に対する電源をある程度バックアップとして考えるのか考えないのか。今

まで前回のブラックアウトの時は民間ベースでそういう大きな発電機を融通したという経過があ

りました。この電灯だけの発電機の整備はたしかに必要ですけども、それ以外の新たな部分の発

電機の供用はある程度の業者との中の発電機をリースする事業との連携も今後考えていかなけれ

ばならないのかなと思いますから、そこら辺も踏まえた中での体制づくりというのをしっかりと

構築するべきと思うんですけども、そこら辺についての考え方、これからの防災意識に対する向

上、そういった意味での捉え方を考えていただきたい。何が１番問題かというと、その時の危機

管理能力をやはりしっかり行政として管理しながら対応するということをやはりしていただきた

い、今までも保健施設、老健、清楽園に対してのかなり大きな発電機能を持たした投資はありま

した。ただ全ての施設はそういうことはできません。だったらそういう部分のリースなりの連携

をあるいは農家が持っておられる発電機の連携をうまく組み合わせながらそういうような防災意

識の向上とネットワークを行政としてできるのであれば構築する方向で次年度あるいは今後に向

けて検討していただきたいと思いますのでそれに対しての原課としての答弁をよろしくお願いし

ます。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 整備した部分につきましては先ほど申し上げましたとおり、当面の命を守るための最低限の電

力ということでその後の施設の維持となれば一昨年のブラックアウト時も経験しましたけども、

やはり大型のディーゼル型の発電機が必要になってくると思います。前回の 30 年のブラックア

ウトの時も建設業協会とも連携いたしまして、大型の発電機を融通していただいて、下水処理施

設だとかしのいだ部分ありますのでその辺の連携をもう少ししっかりしたものにしていかなけれ

ばならないと認識しております。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 
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 今の話で十分わかりました。それともう１つ、保守管理の部分である程度行政の中で防災の日

とは言いませんけれども、各発電機を置かれている事業所あるいは各施設の１年に１度、しっか

りとその日はこの発電機を使用するというような形にして行って欲しいというか、そういう防災

の日の対応を行政として企画していただきたい。それはなぜかと言いますと、咄嗟の時に、燃料、

色んな部分で動かさないと咄嗟だと動かない。例えばプラグがどうのこうのと細かい話がありま

すからやはり毎年１回は必ず発電の日ぐらいの気持ちで取り組んでいくという、そんなに難しい

ことではありませんから、そう言った意味で町民に防災意識の啓蒙活動をしていくということを

今後とも積極的に取り組んで欲しいという部分がありますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 配備はしたけどいざという時に使えなかったという話はない話ではございませんので、配備し

た側、配備を受けがる側と、意識の共有化を図って、いざという時にすぐ使えるような形をとっ

ていきたいと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 33ページの下段になります。洪水ハザードマップについてお伺いします。立派なハザードマッ

プができまして、町民の方々にも配られました。この当時、作成した時に場合によっては地域に

出向いて丁寧な周知等をしたいというお話がありましたが、その辺の周知活動についてはどのよ

うなことが行われたかというのをお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 ハザードマップの作成後につきましては周知を計画いたしまして広報でも流させていただきま

したが札弦、緑、清里、それぞれ３カ所でやる予定をしておりました。それがコロナの関係で開

催が出来ないまま今の状況に至っているのが現状でございます。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 コロナの影響ということも伺いましたが、せっかく立派なハザードマップができたので、万が

一の時に備えて、そして被害が想定される地域においては特に丁寧な住民への説明というのは必
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要だと思いますので、今後ともその辺を検討していただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 総合防災訓練も今年予定していた部分ありましたので、地域での説明会が出来なかった部分を

活用しての説明というのも考えていたところですが、残念ながらできなかったので何らかの形で

説明はしていかなければならないなというふうな認識は持っております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ありますか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 防災対策費、２点ばかりお聞きしたいのですが。まず防災発電機、前中議員も質問しておりま

すがまず実績が１千 341万２千円、22基ということで説明にも載っております。ただ当初、計

画が 636万、実績の方が２倍以上になっている。この 636万であった時の台数はどういうふう

になっていたのかお聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 当初 630万。その後、補正で約 700万ほど補正しておりますが、この中身に関しましては中

身の見直しによる台数の増というふうに考えております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 当初、計画は何台だったんですかと質問したんですが、途中で補正を組んでということで今課

長の答弁ありましたけども、私はこの 22 台１千 340 万円、すごくいいなと思っているんです

よ、実は。何があるかわからない時代になってきてますので、22台が 30台でも良かったなとい

うふうに思うんですが、なぜ当初 636 万だったのかどうして初めからこういうふうな計画にし

なかったのか、ここはちょっと疑問なもんですから、それに対して答弁いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 
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 当初の 600 万の時点での詳細の台数は不明なものでお答えできないんですけど、その後の状

況によってさらに精査を加えたというふうに御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長  

 精査をして増やしたんじゃなくて最初から増やしてやれるような事業展開にしていただきたい

というふうに私は望むところであります。 

 それともう１点、防災対策費、ワイファイ事業費について１千 418 万が載っておりますけど

も、このワイファイの整備が何ヵ所したのか。また、その場所はどういうところなのかお聞きし

たいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 ワイファイの整備は５ヵ所になっております。場所は役場庁舎、町民会館、札弦センター、緑

センター保健センターの５ヵ所でその部分のエリアで使えるような配備となっております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 皆さんも御承知のとおり一昨年の９月６日のブラックアウトの時に、まず電気がない、携帯は

繋がらない。そういう経験をみなさんしたと思います。役場庁舎、保健センターのところで電源

を供給していただきながらやった皆さん記憶があると思うんですが、特にこういった災害の時に

大事なのは情報だと思うんです。様々な情報が錯綜してしまう恐れがあります。北海道でああい

うことになったのは初めての経験ですが、このワイファイというのがいかに大事か皆さん知って

いると思うんです。こうやって５カ所整備をした。こういった情報源のもとになるワイファイ、

それから発電機の購入、こういった事を組み合わせると何かあった時に情報源、そういったもの

が入手しやすい状況になります。それを踏まえてこの主要施策の説明のところにこういった大事

なところをなぜ載せていないのかという、私はちょっと疑問なんですよ。それと町民に対しても、

こういったワイファイ整備をなっていますという情報公開、こういったものを逐一町民に対して

情報を供給するのが当たり前だと思いますが、その辺のことはいかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 
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 おっしゃられますとおり、主要施策の中でワイファイ整備の表記はございませんでした。この

件に関しましても住民の方で知っている方もいることはいますけれども、改めて周知するような

方策を考えたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ブラックアウト的なものは、しょっちゅうはないかもしれませんけども、今の日本列島、世界

的にも形を変えた中での災害、特に台風、大型の台風とか、九州、沖縄などはとんでもないこと

になっています。風速 60 メートルというのが現実にありまして、こういった時代を迎えるにあ

たって北海道だから関係ないということを想定しないで、常に災害はつきものだということを頭

に置きながら色々な施策展開、それと情報を町民に正確にいち早く常に流すということが大事だ

と思いますので、その辺をしっかりと今後もやっていただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 災害の他の都道府県の状況を言いますと想定外という言葉がよく出てきます。そこで想定外を

想定するのは大変な話ですけど、できる限り想定できる以外の部分までカバーできるような準備

はしていかなければならないかなというふうに考えております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 防災備品と発電機とかワイファイの関係については、２人の委員から質問ありましたけれども

防災計画上の当町の防災備品の整備の計画というのはどういったレベルのものになっているのか。

具体的に申し上げますと、この決算年度においては発電機２2 台、ワイファイ施設の整備、今年

に入りますとコロナウイルスの関係でかなり消耗品的な防災備品もたくさん購入している、その

過程の中において、今持っている防災計画の見直しだとか防災備品の整備計画がしっかりあると

いうふうに認識しているんですけども、その辺の現状はどうなってるのかご説明願います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 必需品といたしましては食料品があると思います。食料品につきましては計画というよりは総

定数の部分で、今現在装備している部分に関しましては災害時によく言われます３日間、72時間
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72 時間分、３日分の食料ということで今食料に関してはマジックライス等を備蓄してございま

す。それに併せまして今年につきましてはコロナの発生がありましたのでコロナに関わる部分の

資材を現在揃えているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に大事なことなんですけれども、今言ったように 72 時間、何名で 72 時間なのか何ヵ所

で 72 時間なのか具体的な形の答弁はなかったので見えない部分があるんですけれども従来であ

れば吹雪きなどであれば町民会館やそういったもので 72 時間 30 名とかの中で、ある一定のカ

ウンティングの中で、ただ大規模災害、中規模災害とか含めてコロナにおける新しい形の災害を

想定した時に単純なイメージ的なそういった３日 72 時間だとかじゃなくて、もっとしっかりと

した災害備品、備蓄の整備の計画というものを持つこと自体が必要ではないのか。それと、これ

は必要性について無いという前提に立って今総務課長からお話があった、その必要性についての

認識をまずお伺いしたいと思います。 

 それから２点目、関連する部分で決算でありませんから触れることが良いかわかりませんけれ

ども、先の補正の段階においてコロナに関する部分の防災やそう言った備品消耗品のどこに保管

をしてそれを災害時に稼働的に速やかに供給していけるのか。というようなそういった備品倉庫

とか備蓄倉庫、そういったものが避難所とか災害対策本部、消防の対策と連動した形の中でうち

ではまだ整備されていないのが実態で、これは阪神淡路大震災とか新潟の震災、東日本、かなり

道内においてもしっかりとしたそういった災害備品、発電機しかりでしょうし、今課長がおっし

ゃったような食料品もしかりでしょうし、段ボールのベッドもそうでしょうし今、ソーシャルデ

ィスタンスとかそういったものをきちんとリストとしてしっかりつくり上げた中において逐次、

その状況に見直しをかけながらそういった備品そのものがスムーズに展開できる条件、環境とい

うものをつくっていくのが新しい普通の流れであると考えているんですけど、そういった中で先

の補正の段階でもお話あったとおり、課長の答弁でそういったところの必要性は認識するけれど

もなかなかそういった災害備品の備蓄の倉庫というものについては整備はしきれない。これはそ

ういったものが検討課題になっていくのかどうか、これが２点目。 

 合わせながら３点目として、特に一時的な災害については消防の役割、現実的に現場に消防に

ついても非常に狭隘な部分で災害対策だとか緊急対策の備品を保管する倉庫が無いのが現実とい

うふうに現場の声として聞いておりますので、そういったものがきちんと総合的に連動していか

ないとそれ以上の防災計画を沢山つくったって、ハザードマップを作ったってそれが起きた時に

きちんと対応できる体制というものがまず基本的に必要だという認識なんですけれども。以上３

点今後の取り組みでも構いませんけれども現時点での考え方をお示しいただくものがあればご答

弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君) 

 先ほど申し上げました食料に関しましては、清里、札弦、３ヵ所。町民会館、札弦センター、緑

センターに収容できる人数、それから考えて３日分、それにスタッフ合わせた部分の数だという

ふうに御理解いただきたいと思います。 

 それで２点目の、倉庫の関係ですが災害に備えた専用の倉庫は現在ありません。この部分に関

しては今年の予算に関係しますけど、今回コロナの関係で倉庫の部分の倉庫としては建てません

けれども今ある既存の部分の中の改修で棚を作って今年購入予定しているベッドとかを収納でき

るようにして、今現在も棚を１部入れております。そこで入れてみて今後、やはりどうしても手

狭も当然想定されますので、そうなった場合には改めてその備蓄のための倉庫を建てるかもしく

は既存の施設を活用してのものか。その辺も大変重要なものでありますし、当然消防との連携も

消防だけでもないと思いますけど役場のスタッフだけでは出来ないことがほとんどですので、そ

の辺の連携も考えてまいりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 防災の重要性というのが叫ばれているわけなんですが、現実的にその辺の対応というのは具体

的に個々にきちんとやっていかなければ一つ一つ積み上げてことも大切でしょうけど全体的なそ

ういった体制とか仕組みを作った中において年次計画を持ってしっかりと対応していくという取

り組みがなければ、先ほど発電機の話もそうでしょうしワイファイの話にそうでしょうし、スポ

ットスポットじゃなかなか見えてこないし、備品の関係、総務課長が棚を作りながらという、そ

れは緊急的なコロナの関係で保管する場所がないから作ったって話であって、本来的な防災対策

の部分のアプローチとは若干違うと思いますけども、今課長から答弁あった方向性のものをもう

１回しっかりと点検していただいて必要なものは必要として予算の必要なものは、決算ですから

次年度の予算の編成に向けて取り組みの方向性を是非進めていただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 災害に関しましては起きた災害をどう復旧するかという部分も重要ですけどもっと大事なのは

避難所をどう運営していくかということを他の町に防災訓練を見させて頂いた時にそう感じまし

た。その辺含めてやっぱりトータルで考えなければ課題ですので今後その辺を含めて整備してま

いります。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。 

 

○伊藤委員長 
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 次、行きます。 

８目町有林管理費、34ページ。村島委員。 

 

○村島委員 

 34 ページの町有林、進捗状況に合わせてお聞きしたいんですが青葉地区の 28 林班ですか、

カラマツについてお尋ねをしたいですが、年々、年次計画をもって伐採をされているように思わ

れますけども、その後どのような計画をもっておられるのかお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいま御質問のありました町有林の伐採計画ということでよろしいかと思いますが、ただい

ま最終処分場の周辺の伐採をしておりまして、今年度につきましても昨年度に引き続き、最終処

分場の周辺の木を切ることになっています。以降につきましても、そちらの残りの部分がありま

すので、それを進めた後にまた今度は南の方に行くと思われるんですが、林齢の古い方から順次

伐採していく予定になっております。 

 

○伊藤委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 実はこれは植林されたカラマツというのは相当前になるわけです。もう 70 年以上経っている

と私は記憶していますけれども、カラマツの寿命というのは利用価値のある年齢と言いましょう

か大体 25 年から 30 年が一番良いんだと伺っています。それで何年前ですかね、浜松町の方に

行った時に聞く話によりますと、やはりどうしても 70 年近くも経ってしまうと中がボケてしま

う。そういう話をうかがってきたんです。ですから今、課長の話ですと年々やっているのは私も

見ていますけども、やっぱりもう年齢的に松の価値がなくなってしまってかられは遅いんです。

ですから今のうちにやはり伐採するものは伐採して利用価値のある時にやる考えはどうなのかと

思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 議員のおっしゃられるように、材木の価値のある時に伐採されるのはどうかというお話だと思

うんですが、なかなか既に林齢が建っている林班が相当数あります。その中ですべてを伐採する

という形にもなかなかならないわけでございます。また、伐採した後の山へ戻す形の中で補助事

業等を利用している関係もありますので全て一括で行うということもなかなか難しいところでご

ざいますので、そこにつきましては計画的に進めさせていただきたいというところでございます。 
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○伊藤委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 ちなみに私記憶では相当年数が経っていると申し上げたんですけれども、わかる範囲でこれ何

年に植林されておりますか。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 何年に植林されたということに対してというか、昨年伐採した部分について林齢は 67 年生と

いうことになってますんで、委員おっしゃるように 70 年近い年数が経っているということでご

ざいます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。村島委員。 

 

○村島委員 

 70 年近いということでありますから私も記憶でもうここに 70 何年住んでいるわけですけれ

ども、話に聞くところによりますと、昔の話ですけども青年学校という学校がありましてその時

に行ってやったという話を耳にしていたものですから、実際 70 年以上経っているのではないか

なと。実際聞くと 68 年位経っていると。ですからやっぱり価値があるときに年次計画を持って

やっておられるのも私はわかりますけれども、なるべく早くやられた方がいいと思います。以上

です。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ご意見としましてそのようにした方がいいんじゃないかという話にはなるんですが、今のとこ

ろ大変申し訳ございませんが、計画的にという形で進めさせていただきたいと思いますのでどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 他、ございますか。なければ次進みます。 

 ９目総合庁舎管理費、34ページから 35ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 
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 35ページの下段、総合庁舎の発電機設計に関することですけども、現在、本年度の予算の中で

発電機の設置工事をされているところです。実は先週の道新の記事に載っていたわけですけども、

国が求める非常用電源が 72 時間分備蓄されていない町村ということで清里町がカウントされた

わけでありますけども、この非常用電源設備ができ上がった暁には 72 時間というこの国が求め

るものがクリアできるかどうかを確認したいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 先日の道新の方で報道がありました。以前、８月時点でアンケート調査が参りまして、ああい

う形での記事になるというふうには認識していなかったんですけど、ああいう形で発表されまし

た。それで８月以前のアンケートの答えとしましては、発注していますけどまだ整備が完了して

ないということで 72 時間をクリアするしない以前に発電機がまだ設置されていないということ

でのお答えをさせていただいたところです。 

ただ正確に答えた部分でありまして、現実的には発注になっておりまして工期は来年２月に完

成されることとなっております。その完成された部分でどうなるかというと、燃料的には庁舎の

方の灯油の部分と共有できますのでタンク的には１万リットルのタンクが整備されております。

使っていくうちに最低ヘッダーとしても残ってたとしても３千リットルだけでも 74.6 時間は発

電機を回せるということですので御安心いただきたいなというふうに考えております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

なければ次行きます。 

 10目町民会館費、35ページから 36ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

次、行きます。 

 11 目支所及び出張所費、12 目札弦センター費、13 目緑センター費を一括で、36 ページか

ら 37ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 支所及び出張所費の関係で、事実関係の確認だけでかまわないんですけども、昨年度の決算時

の実績としてそれぞれ窓口業務、住民票と戸籍との関係での利用人数、それと公金の収納件数、

年間、月平均、１日平均、それぞれどの程度のもので利用されているのかお示しいただきたいと

思います。件数でよろしいです。 
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○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 申し訳ありませんが、今すぐお答えできる資料が不足しておりますので、後ほどお答えさせて

いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 うちの方でも実は報告いただいておりまして、札弦で申し上げますと戸籍の分が 27 件、金額

にして１万３千 50 円。緑が 13 件、７千 50 円。これは住民票のカードだとかそういった部分

で札弦が 55 件、１万１千円。緑が 32 件、６千 400 円。印鑑証明で札弦が 80 件、２万４千

円。緑が 49 件、１万４千 500 円。諸証明で札弦が２件、500 円。緑が４件で 900 円。合計

しますと札弦では４万８千 550円、緑は２万８千８50円をそれぞれ収納してございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 これはきっと戸籍住民票との関係、諸証明あと公金収納が後程という形できっと日報とかきち

んと月報ありますので昨日も一般質問させていただいた出張所支所の機能の見直しという形の中

で、実態がやはり非常に今各種証明書だけ見ても件数でいくと、札弦でいくと 152件、１年間。

緑でいくと 45 の 100 件を割るぐらい話で、年間 225 かその位ですけども１日に２人か３人。

札弦には５人という状況が現実的な窓口のそういった業務等の実態になっている。実態を踏まえ

た中でどうあるべきというのを、是非前向きに検討していただきたいというふうに思います。し

かも支所の職員経費、当然札弦は臨職も含めての配置になってるんじゃないかなと思いますし、

ただ、しょっちゅう月の１、２度緑などよく顔を出すんですけども、かなり住民相談、用事がな

くても来て行ってそういった情報共有しているとかあとは緑の湯の関係でどういった動向があっ

て連携しているのか地域の自治会のお祭りだとか、こういった業務以外の方がかえって現実的に

は住民対応を行っているのが事実じゃないか。そういったところを大事にしていっていただきた

い。札弦も同じく大事にしていただきたい。そういった対応の方法論をしっかりやっていくこと

については昨日、町長から御答弁いただいたような形の１つの方向性だと思いますので本当に実

態に即したあり方というものをこの機会に踏み込んでいただきたい、このように考えます。資料

は後程全体的に示していただければ。 

 

○伊藤委員長 

 答弁よろしいですか。他、ございますか。 
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○伊藤委員長 

 なければ次行きます。 

 14目町民活動施設費、37ページから 38ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長  

 15目顕彰費、16目報酬等審議会費を一括で 38ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。 

17目職員福利厚生費、38ページから 39ページ。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 職員研修事業費の中で研修業務委託料というのはどのようなものでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 これは職員の内部研修に使っている委託料でございまして、主事、主査、管理職を分けて外部

の講師を招いての研修会を実施しております。その分の委託料ということでご理解いただきたい

と思います。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 ということは講師の報酬のようなものでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 中身的には旅費と報酬になっています。 

 

○伊藤委員長 

よろしいですか。他、ございますか。なければ次行きます。 

 18目行政情報システム管理費、39ページから 41ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 
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○伊藤委員長 

 ここで、説明員交代となりますが、質問漏れ等ございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

 ○伊藤委員長 

ないようですので暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて、再開いたします。 

 ３項開発促進費、１目企画振興費、２目土地利用計画費を一括で、41ページから 43ページ。

よろしいですか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 42 ページの企画振興費についてお伺いしたいと思います。一番下の第６次の清里町総合計画

策定事業費ということで、委託料が 308万になっておりますが、この 308万円の詳細をお伺い

したいんですが。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの第６次清里町総合計画の策定の関係でございます。これについては委託をしている

ところでございます。委託業務の内容でございます。全般的な作業スケジュールの作成支援であ

ったり基礎調査、それからアンケート調査の関係についても実施をしているのでその関係の支援

をいただいております。また現行計画の第５次の評価検証の支援等をいただいているところでご

ざいます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 これはどこの業者に委託しているんですか。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 これについては株式会社日本コンサルタントグループという会社の方に委託をしています。 
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○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 これは札幌ですか。この時からの令和元年度から総合計画の策定支援の委託料というのが発生

しておりますよね。今年度も 352万予算がついておりますけども、今年度に入ってから策定にあ

たって委員が街中の委員さんが 70 名ほどおりまして色々と会議を開きながら第６次の総合計画

に向けて動いてるわけなんですが、これからの 10 年間のまちづくりに対してどのような施策が

町民にとって良いのか。そして町にとって良いのか。これが第６次総合計画の中で行政が主導に

なって進めていく事業だというふうに私は思っているんですが、やはり町を 10 年間今後つくり

上げていく上で、やはり一番知っているのは職員なんです。清里の町民が一番知ってるんです。

それに対して業務委託をするというのは、私は少し違うんじゃないのかなと。やはり自分たちの

町を 10 年間、今後つくり上げていく上で自分たちの手でつくり上げて、今年に入ってから色ん

なアンケートとかもやりました。高校生、中学生、一般、大人向けにもアンケートをやりながら、

まちづくりをしていく上でこういった外部の委託というのはいかがなものかなというふうに私は

思うんですが、その辺に関してはいかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 総合計画以外でも色んな部分で委託ということで、コンサル関係にお願いしている部分がある

のかなというふうに思います。基本的には今委員おっしゃったとおり、総合計画、町の今後の 10

年の計画でございます。当然一番知っている町民の方だったり、職員だったりということで、今

回も 70 数名の委員を委嘱しながら皆さんから御意見いただきながら作成をしているところでご

ざいますし、職員においてもこの総合計画にきちんと携わりながら職員としてこの計画をつくり

上げていくことになってございます。今言われたとおり、民間の会社コンサルに委託の関係のメ

リットでございます。専門的な部分、今回もアンケートを行いました。その部分で外部的な集計

作業の部分について協力してもらったりとか、色んな部分で作業の必要な作業を効率的に行って

もらう部分、それから先ほど言ったとおり外部からの御意見等も支援をしていただく中、きちん

とそれらも合わせながら総合計画を作るという事でコンサルの方にお願いをしたところでござい

ます。コンサル業者だけに丸投げというか任せっきりにならないように委員さん、職員がきちん

とかかわって総合計画をつくり上げていく方向で今進めているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今までも行政というのはこういったところに委託をしてやってきた前例が多々あります。でき
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れば自分たちの力で自分たちの手でつくり上げて行って、それを町民に向けて発信してもらいた

い、そういうふうに私は思います。昨日の監査委員からの説明にもあったように無駄な補助金、

無駄なお金を極力使わないようにしよう。こういった発言が監査委員の口からありました。まさ

に私はこういった業務委託、今回 308万円、今年度 352万円、660万円です。お金のあり方、

財政というのは、いつまでもお金があるものではありません。ましてこういったコロナ禍の状況

で経済がおかしくなっている。地方交付税も毎年減るような事態が想定されております。ぜひ無

駄なお金をなるべく使わないように、そして自分たちの力でやっていけるようなまちづくりを目

指していただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○池下副委員長 

 ただいまの御意見でございますが、今回総合計画の作成に当たりましては専門的なノウハウの

あるコンサルタントを活用してということで、それを活用しながら住民の皆さんの御意見を聞い

て行くことになるのかなというふうに思っております。計画いろんな部分で今後も策定があるの

かというふうに思いますけれども必要な部分についてはまた外部のコンサル等も十分活用しなが

ら、外部のきちんとしたそういう専門的な部分も活用を十分にしながら、また町民の方ともつく

っていければなというふうに思っておりますので御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 42 ページの地域おこし協力隊事業費と緑地域対策事業費というのは小さな計上なんですけれ

ども確認をさせていただきたいと思ったんですけれども、残念ながら途中で活性化計画が頓挫し

てしまって今後、またさらに検討していく、途中、それまで携わっていた地域おこし協力隊の方

も退任された。これは過去のことなので構わないんですけれども、１つだけ気になるのはその途

中経過も含めて退任したとか、頓挫したとかそうでなくて、どういったことが緑の皆さんで議論

されてきたのか。積み上げて来たものが全く提示されていない。今までも委員会の中で色々な説

明があったんですけれども、その生活維持を中心とする考え方と地域振興をもっと積極的に図っ

ていくという大きな２点があったという程度の話であって、具体的にどういった議論があったと

いうことについては全く説明と言いますか、ちゃんと着地すれば１番良いんでしょうけども着地

していないとしてもそこで議論されたことや課題というものが抽出されていたわけであって、そ

の方向性とか色んなものを世代や年代や職業だとかによって意見が違っている。その違いも含め

てきちんと今後の地域振興をしていくうえで貴重な意見だというふうに私は受け止めているわけ

です。 

ところがそういった総論的な話だけが説明あって、実際そこで議論された形、中間的にこうい

った方向に行きたい、と意見が分かれたとしてもそういうものが議会に対しても一切提示されて

いない。これは若干いかがなものか。 
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 特に今後さらに地域振興を図っていく上で１つの大きな参考要件になる、そのように考えるわ

けなんですが、今後ともその途中でいろんな議論された方向性みたいなものは一切議会にも提示

されないというふうに捉えて良いのか。やはり私としてはやはり良い悪いではないはずなんで、

やはりしっかりとしたどういったことがアイデアとして提供されたのか、どういった高齢者の方

はこういった意見だった。若い人はこうであった、農業後継者はこうであっただとか学校がなく

なったあとどうして行くんだという点は地域のこうした方からこういった形で出てきたとか、そ

れは提示しても何ら問題ないわけであって、その辺の考え方、町として現時点でどう捉えている

のか。当然、今後の第６次総合計画の中における地域振興の１つの大きな緑地区においては今ま

での積み上げの中においては大事な要素になってくるというふうに捉えるんですけども、どのよ

うに考えておられるかご答弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの地域おこし協力隊、特に緑地域の活性化の昨年はその部分がありましたので、その

関係かなというふうに思います。議会特に委員会等の説明の関係もお話出ていました。こちらと

しては先ほど言われたとおり、活性化協議会で協議されたことについては伝えたのかなと思って

おりますけど、詳細なところまでは出来ていなかった部分がもしかしたらあるかもしれません。

今後内容につきまして当然緑地域の活性化というのは今後のまちづくりにつながるうえでも大変

重要な部分というふうに認識しております。必要なものについてまた内容によって、どこまで提

示できるかというのもありますけどもその辺については提示できるものについては提示していき

たいというふうに思っているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ぜひしっかりとその辺もう１回整理していただきたい。これは個人情報に関わる部分では全く

なくて公費を使って公のお金を使って公の事業として地域支援の形で仕事をやっているわけであ

って、それがきちんと提示されないという事自体の考え方の根底はどこにあるのかなと思う所が

ありますので、当然、個人情報に関わる部分とか特定されて、あいつがこう言ったああ言ったに

ついては、全然議論するものもないですから、やはりどういった流れであって、どういったアイ

デア意見が出されてどういった隘路があったのか的確に把握したうえで次のステージをつくって

いくのが当たり前の真ん中の話であって、しかも個人的な話ではないですから公費を使ってやっ

た話ですからそれについてはきちんと評価を含めた部分で提示をしていただきたい。このように

強く要請を申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今の関係でございます。あの十分に丁寧な形で説明ができるように検討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。 

 

○伊藤委員長  

 よろしいですか。ほか、ございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ４項庭園のまちづくり事業費、１目花と緑と交流のまちづくり事業費、43 ページから 44 ペ

ージ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。５項徴税費、１目徴税費、44ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 徴税費の下段にあります鑑定評価業務委託料。この鑑定評価は何に対しての鑑定評価を委託し

たのかを教えていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま御質問のありました評価替えの関係でございますが、実は３年に１度、土地の評価替

えを行っております。それに関わる部分の委託料ということで計上してございます。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ３年に１度ということですが、結構大きな金額になりますけども、この委託料というのは適正

なのかということについてはどのような考えでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 金額が適正かということでございましたが、この評価替えに伴う宅地等の評価においては地価
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公示価格、それと専門の不動産鑑定士の鑑定評価が求められる業務となってございます。適正な

鑑定評価を行うためには、土地の形成要因を的確に把握して市町村の地下の実情に通じている不

動産鑑定士にすることが重要であるため、適正と判断をしてございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 次、行きます。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、44ページから 45ページ。次行きます。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 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、３目知事道議会議員選挙費、４

目町長町議会議員選挙費を一括で、45ページから 46ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。 

８項統計調査費、１目各種統計調査費、46ページから 47ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ９項監査委員費、１目監査委員費、47ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ここで、説明員交代となりますが、質問漏れなどございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

ないようですので、ここで１時まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 11時 52分 

 再開  午後 １時 00分 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて再開いたします。 

 午前中の審査の中で総務管理費、支所及び出張所費での古谷委員の質問への答弁がございます

のでよろしくお願いいたします。総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君) 

 午前中ありました質問についてお答えさせていただきます。令和元年度におけます支所との取

扱件数ですが、札弦支所におきましては町民課長の方からお答えいただいた戸籍分を除きますと、

件数にして 798 件、金額にしまして 675 万 3 千 822 円、緑支所におきましては同じく件数

393 件、金額で 222 万３千 767 円でありまして、内容的には公営住宅使用料、水道料、介護

保険料等が含まれておりますし。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。それでは、続いていきます。 

 10項総合戦略費、１目総合戦略事業費、47ページから 50ページ。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 48ページの清里町移住定住促進補助事業ということで体験住宅の部分だと思うんですけども、

予算 150万に対して 142万ということで結構使われていると思うんですけど、実際何件ぐらい

の利用があったのかお知らせいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問は移住体験のちょっと暮らしの関係かなと思います。令和元年度の実績でご

ざいますけども、16組で 56人の方がこの体験住宅の方を利用されているところです。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 16 組ということで利用されている方が多かったと思うんですけども、実際に体験してみて興

味を持たれたといいますか、この町に住んでみたいというようなことをお話しになられた方とい

うのは実際どのくらいおられたんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 昨年の今申した件数の中で実際に清里をホームページその他の部分で探していただいて清里に

来ていただいたというところがあるんですけど、その後に実際に元年度では直接移住に繋がった

というのはまだ聞いてないですけども、過去には体験で来た方が清里に住まわれた方もおります

し、清里に体験されて観光協会に聞きますと、やはり清里は良い町だったということがあります。

そのあとリピートで来ていただいたりの部分であるのかなと思います。来た方には清里について
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は大変好評というふうにも聞いております。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 実際体験されて住みたい、新しい家を購入される形は一番良いパターンなのかもしれない、そ

ういう時に清里にあります中古物件、住宅そういうものの斡旋みたいなものというのはされるも

のなんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今の関係でございますけども、観光協会の方にも空き家バンクの関係とか事業とか移住体験の

関係について色々連携をとりながら、またお願いしている部分ありまして、実際そこの部分につ

いて興味のある方については紹介も行って斡旋等も行っております。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 実情的には良い取り組みだと思いますので、今後も町の中で住んでいただけるように積極的に

この事業を進めていって欲しいなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

 今委員からありましたとおり、このお試し体験も含めまして清里町で暮していく方が増えてい

くような施策の展開ができればいいかなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたい

というふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 移住定住支援交付金について説明書の 23 ページの中で確認したいんですけども、新規、既存

という書き方をされていますけども新規というのが新築住宅、既存というのが中古住宅の買い取

りということでよろしいでしょうか。 
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○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 移住定住支援交付金の関係ですけど、令和元年度につきましては新たに移住支援交付金を受け

た方はおりません。この既存の８名という方については平成 27 年度からの移住された方を対象

にその方について 27 年度から対象になりますので、その方の分が既存という形で入っていると

いうことでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 平成 29年以前の積み重ねの部分と言いますか、分割分という意味合いでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今言われたとおり、過去に来られた方がこの既存というところに入っているというふうに御理

解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 その下段に町内の方で賃貸住宅に住まわれて新たに家を持たれた方に固定資産税の相当分とい

う事業もあります。これも累計で 21 名プラス７名ということで非常に利用されている方が多い

ようですので引き続き有効な事業として推進していっていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今委員からありましたこの移住に関する支援交付金ですとか、若者の居住に関する家賃の補助

関係についても十分な用途、また色々と見直すところがあれば見直しをしながら積極的に移住者

等が来ていただけるような形も含めまして定住環境を図っていきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 
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 よろしいですか。他、ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 49ページの教育支援事業の関係について、教育委員会の方に質問申し上げたいんですけど、社

会保険料と臨時職員の賃金を合わせて約２千万円、きっと成果の方で出ている教育支援員の配置

と特別支援教育支援員配置、この２つの事業が主な内容になっていると思うんですが、それは間

違いないか確認をさせてください。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 そのとおりでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 それは特に特別支援教育支援員の配置事業という中で、小学校・中学校合わせて４名が配置さ

れてそれぞれの支援を行っていると認識しているんですけども、今あわせて小学校が、あと普通

教室等や支援の子供達のために、少し広めだから狭くしながら環境整備を行っていくという形の

中で非常に良い方向じゃないかなと思うんですけども前から課題にしている部分からいくと保育

所・幼稚園との連携の在り方みたいな形の部分でなかなか見えてこない。１つはそういった連携

の会議とかミーティングだとか研修というものがきちんと連続的に行われて対応というものが施

策的に展開されているのかどうなのか。斜里の通園センターの関係についてはよくわかるんです

けども、そこで研修会とか色んなものをされているとか、合わせて入学前の面談の中で健康診断

も含めた中でやっているというのは押さえているんですが、日常的な支援活動等の取り組みにお

いてもそういった幼保、小学校との連携というのは町内においてはどのような取り組みが具体的

にこの段階で行われているのか展開されているのか、支援員の配置だけでは全く見えない部分が

あるのでその辺教育委員会レベルではどのように押さえているのか具体的に説明をお願いいただ

きたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 特別支援教育につきまして今回御指摘のありました特別支援教育支援員、これにつきましては

基本的な考え方といたしましては特別支援学級ではなく普通学級において支援を要する児童、生

徒を中心に担当していただいて基本的には特別支援学級につきましては、それぞれ担任がいる状

況でございます。また近年、言葉が少し課題のある子どもが増えてきておりますので、言葉の教
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室につきましても教員を配置した中で対応するということで、小学校現場においては少しずつ特

別支援関係については充実してきているところでございます。また、幼稚園、保育所を含めた部

分で参りますと特別支援の連携会議というものが行われております。ただし、これにつきまして

は回数が少なく十分に議論ができていないという反省点がございます。また、新入学児童を迎え

る前にそれぞれ普通学級、特別支援学級それぞれ専門のお医者さん、保健師さん、それから保育

士さん、幼稚園、そして小学校を交えた会議で色々議論を深めているところでございますが、そ

れにつきましても十分ではないという認識がございます。 

 今後につきましては日常的な幼稚園・保育所、それから学校の連携を何らかの制度的なものを

少し充実していく必要があると思います。また、育ちの手帳という幼稚園・保育所から高校まで

を網羅し、それぞれ個人の情報を引き継いでいくそのような制度もございますので、それらも踏

まえて今後、認定こども園の構想もございますので、トータルな連携した支援体制を構築してま

いりたいと考えますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 昨年来何回かこの関係については保健福祉も含めて色々と委員会や一般質問をさせていただい

た経過があるので、どちらかに質問しようと思っていたんですけども一連のそういった流れの中

でそこにきちんとスポットを当てていこうという形の中で取り組みをされているというのは認識

しています。ただ今、教育委員会の生涯学習課長から答弁があったとおり、なかなか実際の現場

での連携をこのためのミーティング、会議とか打ち合わせというのは日常レベルではなかなかと

られにくい環境、他の業務に忙殺されていて縦横から色々やろうとしてもなかなか時間的にとれ

ないという実態もあろうかというふうに。 

 ただ、現実的な対応としては前からお話しているとおり切れ目のない支援という形、ある意味

では幼保、それから小学校、中学校、高校、さらにプラスアルファして時においては保護者も、

というのはそういった一連の中にきちんと地域レベルのすり合わせだとか縦のラインとのすり合

わせとか勉強とか学習とか情報の共有だとかをしっかりやっていかないと先ほど課長が述べた建

物の認定こども園ができればそういったものが解決するという話ではなくてその前の前段の状況

として揃える取り組みの重要というのは非常に必要になってきている。うちの町の今の実態では

ないかと捉えているわけなんですが、今後その辺の現場での忙しさはあろうかと思うんですけれ

どもそういったミーティングや研修というものを町レベル、教育委員会とか保健福祉サイド、そ

ういったものが連携した中で展開していくという方向性が今後見出せるのはどうか、その辺につ

いて保健福祉課長で結構ですけれどもご答弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 古谷議員の御質問で保健福祉もからみますので、保育所と学校とどのような関係性をもって連
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続性持ってやっているかというところでありますと、年長の子が小学校１年生に上がる前、保育

所保育士にもかかるんですけども、保育所児童要録をもとに保育所の活動をもってどういう支援

がされているだとか、こういうことに支援が必要であるとか、そういうとこで小学校と保育所と

の連携というのはされております。ただし、議員おっしゃられたとおりそれが何回やられている

のと言われると。やはり１月、２月の１年生にあがる時、そこの部分だけになっております。 

というところでいきますと、なかなか言われている回数というのは難しいとこなんですが、た

だ保育所の先生も自分が担当していて支援が必要な子が小学校にあがる、そこで終わりではなく

てやっぱり気になって学校とかにも見に行きながらやっているというのが実態でございます。そ

れらも踏まえた中で先ほど課長の方からもありましたけれども、今後に向かっていく幼保の連携

の部分にも引き継ぎながら回数は本当に毎月できるかというとなかなか難しいところでございま

すけれども、それらも含めた中で、今、認定こども園の方の基本構想とかも図ってまいっており

ますので、その中でも話については述べていきたいなとこのように考えております。御理解いた

だきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 色々と調べるにあたって現場の専門の先生方にお話聞いて、なかなか日常的な業務に忙殺され

ていて、そこに至っていかないのが実態なんだ、その必要性については認識しているというお話

をいただいています。うちの町においては少子化という形が非常に大きな今後の課題になってい

るわけですが、現実的に安心して子供を産み育てるというその環境というものを外形的にもきち

んと整えていくということが具体的になければ、なかなか若いお母さん方とか夫婦、子供をこの

地でというそういった部分でいくと、やはり１つは遠回りかもしれませんけれども地域全体でと

か地域社会が生涯にわたって見守ってきちんとやっていく、その１つの核になるのがやっぱり家

庭ともう１つはやっぱり保育所、幼稚園、学校という入り口のレベルですから。そういったもの

をもう１回しっかりやっていくことも金銭的ないろんな支援も大事でしょうけど、そういった仕

組みをここでもう１つステージを上げていくという具体的な形がどうしても必要で。国の制度の

中において特別支援教育の人員配置というのは交付金補助金でされる形は、それはそれで良いん

ですけれども、それをさらに生かしていくための連携のあり方みたいなのを探っていくというこ

とが非常に急務ではないかというふうに考えるわけなんですが、その辺の認識について再度ご答

弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ごもっともな御意見でございます。ただ議員もわかっていらっしゃると思うんですけども、や

はり資格職の人的資源というのがこの町では限られている部分がございます。その中でも一生懸

命やっていかなきゃいけない部分、それから金銭的な支援については議員も多分御理解いただい
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ていると思いますけど、他市町村に負けていない支援は行っているつもりではいます。ただ昨日

の一般質問の中でもありましたとおり、子育て計画のニーズ調査の中の満足度、ここはやっぱり

少ない部分でございますので、そこというのは私も感じているところでは資金面ではなくて、例

えばですけれども、０歳児からの保育ですとか、そういうところの満足度かなと思っております

ので、それらも含めた中で、後ろにずれてしまうんですけど認定こども園の中の基本構想の中で

きちんとした形でやっていかなければいけないのかなと。やはりニーズここのところをきちんと

捉えながら事業の方を進めなくてはならないかなとも考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 十分に理解をさせていただきました。昨日の一般質問の中で具体的な個々の部分あまり触れる

時間がなかったんですが、今も課長から答弁あったとおり今回は子ども達の支援の関係で計画を

つくる段階においてニーズ調査をはじめて取り組まれたという部分がある。そういったものを教

育委員会、保健福祉を中心に共有していくとともに、保護者の方とも共有し地域とも共有し役場

全体の仕組みの中でも共有した中において、きちんとその仕組みづくりという形の中で、経済と

いう財政的な支援を１つの基礎とする、両方の仕組みを回していく形を時間がかかってでも先に

今の段階で出来ることを取り組んでいく。その延長線上に今大きな話として次の設備の話として

認定こども園というものがきちんとセッティングされていく、そういった方向をぜひ今後の取り

組みの中で確認をしながら進めていただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいまの御意見、人的資源、それから施設面の資源、それも含めた中で町民のニーズに合わ

せた中で行えるように努力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。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。村島委員。 

 

○村島委員 

 48 ページの下段にありますけども日本で最も美しい村でありますけれども、昨日チラシが舞

い込んで来たんですけれども、今回これ初めての行事であると認識しておりますが、10月４日で

したか、この内容というのは私も読んでみてわかったわけですけども、ゴミ拾いとか清掃、美化

運動の一環としてやられているようなんですけども、趣旨としては初めてのケースなんですが、

どんなものかお聞きしたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの日本で最も美しい村事業費の関係の中で今の御質問は今年度この間チラシでお知ら

せした事業の関係かなというふうに思います。うちの町、28年にこの日本で最も美しい村連合に

加盟をしていろんな連合の事業にも参画しながら今日まで来ているところでございます。この間、

日本で最も美しい村ビューティフルデイ in 清里町ということで町民の方にお知らせをしました。

この事業に当たってはチラシにも書かせていただいたんですけども将来にわたって美しい地域づ

くりを行う日本で最も美しい村をさらに進めるため地域の皆さん一緒に美しい社会づくりを目指

しましょうということで今回行うものでございます。 

10月４日が日本で最も美しい村連合の設立の日ということで、今年からそういうような事業を

取り組むような形があります。その中で今回北海道の加盟している団体、連合に加盟している町

村地域との合同ということでそれぞれの地域が何らかの形でこの美しい村づくり、例えば清掃だ

ったりゴミ拾いだったりとかで行うということでうちの町についても、これについては町民組織

でありますまちづくり運動推進協議会ともお話しながら 10 月４日にこの事業を展開していきた

いということでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 説明書類の 25 ぺージ、清里高校総合支援対策事業について、計画と実績を比べますと大きく

減らしているものが２点ほどあります。特色ある学校づくり推進、通学バス運行補助、これらは

大きく減らしているようですが、このことについて御説明をお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 まず、特色ある学校づくり推進事業でございますが、これは例年行っております高校生のため

のバスケットボールの講習会、それからまた吹奏楽におけます奏者のための講習会、このような

事業を展開しているところでございます。そのほかの事業につきましても、毎年同じ事業を同じ

ようにやるのではなく、その時々にあったものを高校側がチョイスしてやっているものですから、

毎年一定の予算をとった中でやってその範疇でやっていただいているということでご理解いただ

きたいというふうに思います。また、バスでございますが、これは実績といたしまして 829万と

いうことでございますので、運行の日数、吹雪等で休校になったりとかもございますので運行の

日数による差なのかなというふうに思います。以上でございます。 

 

○伊藤委員長 
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 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 おおむね理解しました。特色ある学校づくり推進ですけども、今後高校支援が見直しされてお

そらくはここが一番力を入れていかなきゃならないとこなんだろうと考えています。平成 30 年

ですと 243万ほどの決算になっておりますし、それに比べてもこの 30年度は 135万程という

ことで若干見劣りするような面もありますので今後の事を考えますと、やっぱり特色ある学校づ

くりということに力を入れていっていただきたいと思いますので、その辺の検討をしながら進め

て行っていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 この事業につきましては、学習のみならず部活動でも活用していただけるわけで過去にはオリ

ンピック経験者のバドミントンの選手を呼びまして中学校にも声をかけまして講習会など開催し、

それの経費も数十万かかるという意味では結構な金額でございます。今回の支援の見直しの中で

議員おっしゃるとおり、ここが大きな目玉ということで高校側にニーズの掘り起こしをお願いし

ているところでございます。 

具体的に申しますと過去にもお話したかもしれませんが、今後フィールドワーク、学校教室を

飛び出して町内・町外で学習をするための、例えばバスが必要であるとかまた様々な町外の講師

を授業、総合的な学習の時間、または特別な活動で招聘をしたいというニーズございますので、

そのようなことで特色ある教育活動を支援してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 総合戦略費全体で決算上、１億３千 344万７千円というふうになっているわけですけれども、

この中の特定財源における部分での直接的な国からの補助金交付金は幾ら財源として入っている

のか。それをお教えいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの総合戦略費に係る特定財源の関係かというふうに思います。道支出金については

236 万１千円、子ども子育て基金が４千 850 万、町債が２千 500 万という形で特定財源の方

充当しているところでございます。 
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○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的な理解としては福祉関係だと思うんですけど 236 万の道費の補助、交付金以外は入っ

てないというふうに理解して今言った課長から答弁あった分については財調であれば一般財源で

すし、あとは基金等の関係で結局１億３千何がしのこの事業全体の中において国の補助金、交付

金はゼロという、そういった理解でよろしいのか。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 古谷委員おっしゃったとおり、先ほど言った道支出金以外、国の交付金については入っていな

いということでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 それを確認したうえで決算そのものがどうのこうのではないんですけれども、今後第２期も含

めて進めていく中で、そしてこの科目の中に福祉の予算も教育の予算も逆に言えば補助交付金が

財源でしっかりと入ってくる中においてきちんと科目を組んでいくならば見えてくる部分がある

だけれども、現実的に入ってこない補助金、交付金を前提として、ばらしていることによって非

常にそれぞれの福祉政策や教育政策が全体像として科目の中で見えてこないという実態に陥って

いるのではないか。 

これらは去年からご指摘させていただいているところですから、やはり科目によって国の交付

金補助金が来るわけでもありませんから基本的にどの科目につくろうがそれはきちんと制度にの

っていれば補助金や交付金が入っている考えに立って、逆に言えばこういった特定の科目を設け

ることによって、その事業をやるために肥大化していく部分と全体像が町の施策が全体としてそ

れぞれ分野別に見えなくなってしまうという弊害もある、そういったことも含めて裏財源として

の起債の関係ですとかいろんなことがありましょうけれども、それをもう少し施策全体のきちん

としたものが見えやすい形と本来のあり方がどこにあるべきかということを修正すべき時期にそ

ろそろ来ているのではないかなというふうに率直に申し上げて思っておりますので、その辺の方

向性をここで明確に是非示していただきたい、このように存じます。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問でございます。総合戦略費の科目のあり方かなというふうに思っております。

委員から今あったとおり一面では見えづらいということがありました。過去は国の交付金があっ

たのでそれに図るということでいろんな科目を設定したことはあります。総合戦略事業につきま

しては１年間延長させていただいている部分があります。今後今言われたことも含めて総合戦略

の科目のあり方、修正も含めて前向きに検討させていただきたいというふうに思っております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 50ページの上段、清里交流環境促進事業費、261万ほど決算になっております。この交流環

境推進ですけども平成 30 年においては１千 300 万を超える予算決算の中で推進されておりま

した。これは国からの地方創生のための補助金ということで、それがあったからそこまで事業展

開できたのかなと思いますけども、平成 30 年から予算規模で５分の１ほどになった中での事業

展開ということで、どのようにこの交流循環事業というのを捉えているのかというのをまずお聞

かせ願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 この清里町交流環境促進事業でございますけども、委員も御承知かと思いますけど、清里町の

交流資源を活用した体験型観光について展開して町特産品との PR 等も含めまして清里町の認知

度を向上して交流人口の増加を図るというような目的で進めた事業でございます。この事業をい

ろんな関係団体、関係者の御協力を得ながら行っているところでございまして、昨年については

特に６月の補正予算においてはスタートも遅れて実績についてはなかなかなかったのかなと。あ

まりなかった部分がございます。この事業については限られた予算の中で協力していただける方

町民の方もおられますので、しっかりと連携する中、事業展開を行って先ほど言った交流人口、

関係人口に向けて事業展開についてはしっかりと今後も展開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。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 非常に大事な事業と思います。予算の関係もあってただ不自由な面もあるかと思いますけども

今まで積み重ねてきたものが沢山あると思うんです。クリエーターによる清里ブランディングの

関係ですとか清里 100％もそうですし、体験型観光、グリーンツーリズムの関係、特産品の PR

といった非常に大事な事業がたくさんこの分野には盛り込まれてと思いますので、是非今まで積
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み重ねてきたものを無駄にしないような形で事業を推進していっていただきたいとそのように思

います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

 今、堀川委員からありましたとおり、今まで積み重ねたものもしっかりありますので、清里の

ひと・もの・ことを十分に資源等活用しながらこの事業を推進していきたいというふうに思って

おります。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員  

 関連しますけれども、実際この支援環境ＰＲ事業に関する交流事業の中のどのような実績、見

えるものはどのような形でなされているのか説明していただきたい。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

 昨年の清里交流環境推進事業の実績でございますけども、昨年についてはスタートも遅くなっ

たことも反省材料としてありますが、内容的には自転車の関係のダウンヒルサイクリング、これ

につきまして２つの２カ所でやっておりますけども、あわせて 60件。 

それから冬の事業になりますけど神の子池のスノーシューのハイキング、これについて実績と

しては 15件ということで元年度については、このような形となっているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 町をアピールするだとか交流の体験の場というのは重々理解しています。ただ、その中身とし

て委託料、あるいは役務、需用費等々かかる。 

 要するに本当にＰＲ性のある強い事業なのかなということも十分認識しながらＰＲ活動がもっ

とよりよくできるような方向性を持っていかなければ、なかなか限られた予算、あるいは以前は

国の総合戦略の中でそれなりの充当、特定財源で入っていた部分もありますけども、そういった

ことも加味する中で方向性をしっかり捉えながらこの事業展開を今後の中で構築していただけれ

ばなと考えますけども、その方向性をどのような形で、継続するならばどういう形でより進化し

たものを事業展開していくのか。 
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 まだラフプランであるかと思いますけども、現実に走っているものがありますからそこら辺ど

のように原課の中で、今後の中でより一層進化させながら交流ＰＲを進めていくのか、わかる範

囲の中で御答弁願います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問でございます。先ほど実績としてサイクリングを中心とした説明をさせてい

ただきました。昨年については、その分の実績がほとんどだったかなと思いますけども、それ以

外にもメニューとしては畑のガイドツアーですとか、清里の資源を活用した部分ということで、

メニューには載せているところでございます。そのメニューについてもきちんと中身を精査しな

がら、本当に清里にあった事業展開、体験観光が必要かなというふうに考えてところでございま

す。この事業、そういうような体験観光以外も広告ＰＲ事業や色んなイベントに参加する関係の

事業についてもこの中で行っているところでございます。この事業について、さらに関係者と連

携をとりながら交流人口、関係人口が図れるような形をとっていきたいというふうに思っており

ます。事業精査をしながら、清里の新たな魅力を発見、単発のこの事業だけではなくて清里で持

っております町のホームページですとか観光協会ですとか色んなそういう媒体、色んな媒体も活

用しながら事業展開、ＰＲを強化しながら進めていければなというふうに思っておりますので、

ご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 説明のとおり進化しながら進めていく、重々わかります。そこに関係機関、多分観光協会が改

善するとなるとやはりそこは観光の商品としての企画、制作何度も委員会でもそういう議論はあ

りますけども、パッケージとしてツアーの観光の１つのツアーの１商品としての資格内容をアピ

ールしていかないと、行政だけのパッケージではなかなか難しさがありますから、やはり今の現

実では行政主導になり過ぎてしまうとなかなかこのようにサイクリング 60 件、あるいは神の子

の散策で 15 件とありますけども、果たしてそれが本当に適正な費用対効果とはいいませんけど

も、現実に置き換えれば大変厳しいということも今この場で指摘しなければならないんですけど

も、そういった意味で今後の過程の中で観光協会に対してより一層、商品あるいはパッケージの

ツアーの商品としての開発、そういった部分の方も行政としてある程度関与していく方向で進め

ていただきたいと思います。それができるできないかはわかりませんけども、担当としてそこら

辺の対応が今後可能かどうかご答弁願います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今後の展開の関係でございます。この清里交流環境ＰＲ事業でございますけども、今言われた

とおり観光協会との連携が必要です。また町民の方にガイドになってもらったりしながら、そう

いうような御協力もいただいている事業でございます。内容等十分に見直す中、清里の資源を有

効に活用して今言われたことも参考にさせていただきながら、今後展開をしていきたいというふ

うに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 それでは、ここで説明員交代となりますが、質問漏れございませんか。 

ないようですので暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて再開いたします。 

 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、50 ページ。

よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 それでは、ここで説明員交代となりますが、質問漏れございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

ないようですので、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて再開いたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、50ぺージから 52ページ。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 社会福祉総務費の高齢者等の暖房費支援事業について、お願いに近いものですが今までも私も

何回もこの項目について質問もしてきましたけども。対象が 150 名ということで今回 98 名お

よそ３分の２なんですが、申請制度ということもありまして、１万円なんですけど今年は特に５

万円になりまして、予算も 750 万円ということで今までも努力していることは重々わかってお

りますが、ぜひ今年は 150 名ほとんどの人がもらえるように努力を重ねていただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いします。 
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○伊藤委員長 

保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

池下議員のおっしゃられること、十分に理解してはいるんですけれども、何卒私どもの方では

税法上の個人情報の保護の部分がございまして、依然５万円にする時もやりとりをしていただき

ながらやった経過がございます。議員おっしゃられるとおり、150名の予算に対して 98名と約

３分の２でございます。ただ、昨年度につきましては 100万円以下で 120万に収入の方を上げ

たような状況でございまして、申請自体はやはり 20 名から 30 名に増えております。増えてい

るんですが申請をしてもらって中を見させてもらうと、やはりそこをオーバーしているという形

で支援が１万円ですけれども出来なかったような形であります。 

ここの部分をどうするかという部分になってくるとやはり個人情報保護条例の関係、それから

税法上の関係、ここをどうクリアしなきゃいけない部分なのかというところになると思います。

生命の危機がある場合は、ここは除外して色々とできる形になっておりますが、それ以外の項目

でいきますと、やはりどうしても申請主義と。そうでなければ委任をもらわないといけない。で

すから委任をもらうということは申請をいただかなければならないというところでございますの

で、ここを破って支援をするというのがなかなか難しいところではございます。これについては

私どもも内部で十分検討を行った結果ではございますけれども、議員からおっしゃられている経

緯もございますので、また内部でもんではみようかなと思いますが、議員の御希望通りにはなら

ないかもしれないということでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ぜひ希望通りにしていただきたい。この説明書の方を見ますと 65 歳以上の単身世帯が 80 世

帯のうち 65 世帯、その下の世帯全員が 65 歳以上の世帯から一番下のひとり親世帯まで、数が

そんなに大きいわけではありませんけれども、半分それとも半分以下の実績になっているわけで

ここが全部合わせると 70世帯。合計合わせると 150ということなんですけども、65歳以上の

単身世帯というのは、ある程度自分で申請書を作って出している方も数多くいられるのかなとい

うふうに思うんですが、例えば療育手帳交付とか精神障害者手帳１級２級とかいうところは自分

でなかなかできなくて、周りの方に手伝いをしていただきながら、申請書を書く方が多いのかな

と。そういったことを鑑みてこの数字的に約半分くらいの数字になっているのかなというふうに

思いますので、そんなに数多くあるわけではありません。70世帯ぐらいですので是非ともお願い

として一軒一軒回ってでも申請書を書いてもらうようなそういった心遣いをしていただければそ

の５万円の効果というのはありがたく皆さん受けていただけるんじゃないかなというふうに思い

ますので、そこら辺を組んで頑張ってやっていただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 十分、御意見の方はお伺いしますけれどもなかなか難しいところではあるということでご理解

いただきたいと思います。また半数という部分がございましたけれども、そこの部分については

世帯の収入があるということで半分ということで、計画の方はあくまでも予想の予算取りのため

の数字ということで御理解をいただけたらと思っておりますのでよろしくお願いします。 

また何回も同じことになりますけど、議員からおっしゃっていただいた部分につきましては、

中ではやろうかなとは思っておりますけども、ただ今回につきましてはやはり難しい部分はある

かなと思いますが、来年度以降もどうなるかこの事業はわかりません。高齢者の暖房費事業につ

いては残る形になっておりますので、ここがどのようにしたらできるんだろうというところも含

めて内部では話してみたいなとは考えております。ただ、何回も言いますけども要望通りにはな

らない可能性もあるということでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ないようでしたら、次行きます。 

２目障害者自立支援費、52ページから 53ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ３目福祉サービス事業費、53ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 全体的な事業の今後の展開も含めてお尋ねしたいんですけども、13 節委託料の不用額が約

150万位という形で実績の中の不用額だから構わないんですけど、成果に関する説明の中でいく

と在宅支援の需用が非常に計画よりも伸びている。訪問という実態にあろうかというふうに思い

ます。当然、介護保険の制度の揺れといいますか変更によってどうしても低い介護度の方や要支

援の方々の中において、そういった介護保険の適用にならない部分で在宅での需要がどうしても

増えてきている。そうなってくると人的な部分でのパワーが必要になってくるし、その確保が非

常に難しい実態の中でただし、そこは非常に需要が伸びてきているんだ。これも一般質問や委員

会の中でお話したとおり、高齢化した中において施設入所、通所型が難しい部分においても在宅

でのそういった形の生活支援の必要性が増した中においてここをどんどん厚みをつけていかない

と、なかなかやっぱり高齢化の中での地域で安心して暮らせるという部分について非常に不安が

残ってくるという実態の中にあろうかと思いますので今の体制、ヘルパーさんの体制だとかそう

いった中でこの事業が今言った。形の中での環境の違いの中での需要に対応できる状況にあるの

かどうなのか。それと、もう１つ前から気になっているのは、社会福祉協議会等の委託の部分で

例えば給食サービスが対象となる方々の数からみると極めて低い数字なんです。これは町民の対
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象者の方が手を上げないからなのか、それともなかなかそういった方について、どうしても施設

中心主義的な、言葉言い過ぎかもしれませんがどうしてもそこに目が行っていてなかなかそうい

ったサービスがあるという形の具体的な投げかけが、先ほど暖房費の関係もありましたけれども

そういった投げかけが弱いのか、同じような規模の他の町の資料も見せていただくと全然桁が違

います。給食サービスで行くとその桁が１けた違うんですよね。というのはやっぱり行政と、社

会福祉団体、支えてくださる民間団体とを含めた部分と住民との距離間の話になってきているの

かな。そういった意味でそういった隠れた需要というものをしっかりと掘り起こして届けるとい

うことも先ほど池下委員も制度的な難しさもありましょうけれどもそこはやっぱり制度を超えて

前に行くという姿勢や行政やそこに関わる社会福祉団体も必要な時期に入っているんじゃないか、

その辺の考え方、もし課長の方であれば取り組みの今後の方向性をご答弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま委員から御質問のありました 29 ページの訪問サービス事業のことですね、在宅の。

これはヘルパーのサービスではなくて社会福祉協議会の方が訪問して高齢者の安否確認だけです。

だからどんどん増えていってもらいたいような形になっておりますのでご理解をいただきたいと

思います。 

また給食サービス、実質議員おっしゃられたとおり、以前は人数が多かったんですけど今は昨

年利用をされている方が 16 名程度しかいないのが実態でございます。その中でも緑地区は確か

０だったかもしれません。そういうところもございますので、ここのＰＲにつきましては社会福

祉協議会の方の事業となっておりますので、そこからのＰＲ周知をどのようにしていくかという

ところも含めて伝えてはおこうとは思います。 

ただ、少なくなった理由につきまして議員も御理解いただいているかと思いますが、やはり、

ケアハウス等の高齢者の施設ができておりまして、そこへの入所という部分もこの配食サービス

の部分が減ってきている、それがどれだけと言われるとあれなんですけど、その辺も要因にはな

ってきているのかなと。入所、あとは病院に入院されている方とかも増えてきているのかなと思

っておりますので、それらも全部出てくるかなとは思いますが、おっしゃられたとおりＰＲ、周

知の方を社会福祉協議会と再度お話をさせていただきたいとこのよ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。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 了解しました、事実確認の誤認で申し訳ないです。ただ、どうしても農村型社会というか、こ

ういった地域は公的サービスの部分で金銭的に見えない形の中でダイレクトにサービスが入って

くることについては抵抗ないけれども見える形でのサービスがダイレクトに入ってくることにつ

いて遠慮がちになったり、その制度を上手に使う、都市型であれば全然気にしないで積極的な制
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度利用というのがあるんですけど、どうしてもそこを若干心理的な距離感みたいなのが出てくる

ということもありますので、それを取り除いていくということも含めながらその辺の隠れた需要

だとかそういったものをしっかりと。そして今年度から見守りの関係も動き始めているわけです

からそういった形の有機的に結合しながらそういったサービスが行き届くような方向性をぜひ探

っていただきたい、このように思います。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 今言われたことをきちんと肝に銘じながら委託先であります社会福祉協議会とも十分連携をと

ってＰＲ周知の方を努めて行きたいとこのように考えています。予算的にはとっているような事

業ですので年度途中から増えても対応できるかなと考えております。以上であります。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他ございませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 なければ次進みます。 

４目老人福祉費、53ページから 54ページ。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 54 ページ、老人福祉費のケアハウス清里運営事業についてケアハウスの低所得者の入居者支

援事業というところに 39 万１千円ついているんですけど、参考までに伺いたいんですが、確か

５千円の補助の人と３千円の補助の人がいるというふうに聞いていますが、現在、何名の方が支

援を受けているのかお聞きしたいんですが。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 時間がかかって申し訳ありません。支援の方は７千円、５千円、３千円となっておりまして、

まず３千円の方が１名、５千円の方が４名、７千円の方が４名、計９名となっております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 軽費老人ホームとはいえ、所得の低い方もおられるというふうに聞いてはおりますが、こうい

った事業は続けていければいいのかなと思います。今現在たしか 46 かそれぐらいだったと思い
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ますが、オープンしてからまだ来月１日で確か２年になるというふうに思っておりますが、実は

今の段階で車椅子になっている人もいるという話をお伺いしているんですが、実態として車いす

で周りの人に応援していただきながらという話も私はちょっと伺ったんですが、私が自分の目で

確認したわけではありませんので正確には言えませんけれども、そういった内部からのお話も聞

いておりますが、今後これから要支援の方が出て来るとは思うんですが、その状況によって対応

も変わるのかなというふうに思いますが、老健との繋がり、清楽園との繋がりを考えた中で、随

時動かしていくのかなというふうに思いますが、その過程で判断を下していくのは町自体がやっ

ていくのか、それとも社会福祉協議会にすべて任すのか。その辺のことはいかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 まず第１弾目、車いすの方については、私どもの方には報告はございません。歩行器でいる方

はいます。たまにもしかしたら足が痛くなって押すとか、たまにはいるのかもしれないですけど

も通常の日常生活において確実な車いすという方はいらっしゃらない形になっております。 

それから老健、清楽園との連携でございます。地域包括ケアシステムの関係になってきますけ

れども、これらにつきましては前回どこかでお話したかもしれないですけども、月に１回地域ケ

ア会議を開いておりまして、個別の人の計数、それぞれの専門家たちが情報共有しながら行って

いる状況でございますので、それらの中で要介護度が増えて認定が上がっていったりした場合に、

それらの施設との連携を図っているような状況でございますので、だからと言ってすぐに入れる

というわけではないですけれども、お互いの施設の職員がその方について理解をしているという

ような形はとっておりますので、何らかの形で早い遅いはあるかもしれませんけれども、対応が

できるのかなと、このよ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。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 細かい話で恐縮ですが包括センターだとか老健との連携を密にとっておられるという話を聞い

た時にケアハウスから出まして老健に行くところの通路の関係、段差があるんです。どうしても

お年寄りがストレートに行こうとすると普通の住宅であれば縁石が下がってのちょっと段差があ

ったもんですから、そこの関係はどうだったかなと思いまして。今後の中での展開で。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 今まで道路と舗道との段差については本年度工事終わりまして昨年度よりは段差が無くなって

いる状況でございますけども、まだ段差があったような形ですか。 



76 

 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 歩行器の扱いになるとなかなかシビアになりまして、歩行器で見ているとちょっとしたところ

でも筋力的な部分とかそういった部分がありまして、なかなか難しいんですけどもその対応をし

て段差を作ったというところでその場限りではありますけど、ある程度ケアハウスの職員の方々

がフォローアップと言いますか、そういうのが可能かどうか難しさもありますけども、そう言う

ちょっとした事なんですけどもそういうのも見受けられましたから、今の話の中で指摘というか

思いましたのでそれ以上は何もないですけども。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 今御指摘いただきましたので、下げてはいるんですけども、また町の建設の土木の方とお話を

させていただいて道路構造上の何かがあるのかもしれませんし、その辺も含めた中で調べさせて

いただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 なければ次行きます。５目国民年金事務費、54ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。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。 

 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ２目保育所費、55ページから 56ページ。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 保育所費の一番下の方にあります臨時職員賃金というところでお伺いしたいと思いますが、１

千 984 万円、昨年の臨時の賃金が２千 164 万。200 万ぐらい少ないですけども、現在臨時の

保育士さんは何名ぐらいの方がおられるのか、お聞きしたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 通年雇用の方が５名、パートの方が８名、計 13名となっております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 結構多いんだなというふうに思いますけれども、以前保育所の正職の保育士さんが足りなくて

随時募集をかけていたという記憶があるんですが、現在人数は十分揃っているでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 現在も保育所保育士につきましては、募集をかけている状況でございます。担任と申しますか、

担当、本来なら正職が担わなければいけないところが、２クラス足りていないような状況でござ

います。そこの部分につきましては、通年雇用の、この方たちはやはり保育士の資格を持ってい

る方たちなので法的には特に。外に行っての散歩ですとかそういう時が正職がつかなきゃいけな

いという部分がございますけれども、今のところは２クラス分、正職ではない方がもっていると

いうことでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 もう２年位になりますかね、正職の募集をかけて。前からなかなか応募がないという話は聞い

ておりましたけども。実態問題として臨職の方、こうして 13 名パートの方も入れてなんですけ

ども通年で５名いるということなのでこういう方たちに正職になるような進め方と言いますか、

そういったことをしているのかどうなのかというのはいかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 なかなかこの場では言いづらいところもございますけれども、お誘いはしている部分はござい

ます。ただ、議員から多いのではという御指摘もいただいたんですが、やはり配慮を要する子が

いるということで法的には１人で３名みられるというところがあったとしても、やはり個人個人
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を見ますと１対１で見なければいけない子がいたりするのが現実でございます。保育所ですので

保育を必要としている方がこられておりますので、そういうところでいきますと、この 13 人が

多いか少ないかというところでいきますと、現場の所長としてはもう少しいても良いのかな、こ

のような考えではいるところでございます。以上であります。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 やっぱりパートさんとか臨職さんって色んな保育所の中にいると、色んな子供がいて色んな事

案がいっぱいあると思うんです。そこで特に正職になると責任という問題がついてまわるので、

なかなか臨職の方も二の足を踏むのかなというふうに私は思うんですけども、やはり預ける側と

しては正職の方が十分に体制的に整っているというのが望ましいと親としては思うと思うんです。

ぜひ正職の方を十分に補充して１日も早い子育て環境をつくれるように努力していただきたいと

いうふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員のおっしゃられるとおりだと思います。また、保育士ですので女性の職場ということで先

生方本人も結構出産等もございますので、やはり働きやすい職場作り、これは保育所長としての

使命でもございますので、採用計画の中でも含めながら総務課の方とも話しながら、肝に銘じて

進めていきたい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。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。なければ次行きます。 

 ３目子育て支援センター費、56ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ここで説明員交代となりますが、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ないようですので、２時 25分まで休憩いたします。 

 

休憩  午後 ２時 14分 

再開  午後 ２時 25分 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて再開いたします。 
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 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、56ページから 57ページ。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 57 ページの地域医療体制確保事業で斜網地区周産期医療支援事業であるんですけど、これは

利用率とかでこの金額になっているんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいまの御質問にお答えいたします。斜網地域医療周産期医療支援事業でございます。網走

厚生病院の産科の部分でございまして、唯一この地区でお産が出来るところということで人口割、

それから分娩の利用で３年をめどにその動態を見ながら決めているような金額の事業でございま

すのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。なければ次行きます。 

 ２目予防費、58ページから 59ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ３目各種医療対策費、59ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ４目環境衛生費、59ページから 61ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ５目保健福祉総合センター費、61ページから 62ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 62ページの冷暖房施設の工事の関係、過去に保健福祉総合センター費の関係で、年次計画で整

備をされてきているという形で特に入所者の入っている居室を中心にという形なんですけれども、

実際に去年、今年と異常に高温な形の中で、逆に言えば他にも入居者の居室以外にも必要なとこ

ろが実際無いのかどうかという形と、まずこれが１点目。 

それと今のような状況で年５台だとかスローな計画をもしやるとすれば、他にも必要な部分も

含めて前倒しをしてやっていかなければしんどいんじゃないのかなというのが。うちの町は公共

施設の部分で職員だとか関わる部分については少し我慢しようとそういったところでいってるん

ですけど、ある意味では入所者の健康管理もありましょうし、そこで働く方の環境もありましょ

うし、そういった意味では思いっきり必要なものについては必要として認知しながら計画年度を

前倒しをしてある意味では早急に一気にやってしまうという対応の必要な時期にも入ってきてい
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るのではと。異常気象が常態化しているという形の中でそういった観点を持ちこんでこないとと

いうふうに私自身は考えているわけなんですけど、実態的な状況を含めて担当としてどのように

捉えているのかご答弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君)  

 ただいまおっしゃられたとおり、近年やはり暑い時期が年間通せば 10 日ぐらいなのかもしれ

ませんけどもやはりそこのところが厳しい状況でありまして、人の命を預かる施設ということで

年次計画を持って議員おっしゃるとおり、年次計画を持って今まで進めてきたとこでございます。 

現在の計画といたしましては来年度５室、４年度に６室、５年度に５室、６年度の６室とあと

22室ございます。そんな中でこれをいっぺんにという部分でいきますと、やはり財政的な計画も

ございますので、私どもの方と企画財政ともお話をさせていただいて、もし早目にできるのであ

れば、やはり早くしていかなければいけない部分は見えておりますので、今後の懸案事項の中で

もお話をさせていただいて設置者はやはり町長でございますので、人の命を預かる施設というこ

とで進めてまいりたいなと、このようにも考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ご存じのとおりケアハウスについては 14 億かけてやったけれども、暖房の設計上の計算のそ

の辺の見通しの甘さがあったかどうかということも含めて冷房装置を一気に 50 室つくった。逆

に考えれば老健の施設的な入所者の考えで言えばケアハウスに入っている方は介護認定受けませ

んからどちらかと言えば身体的に言えば少し上回っている方たちの施設について今回そういった

新しい人ということもあって一気にやらざるを得ない部分もあって、ところがやっぱり課長から

答弁あったとおり年次計画で５戸、５戸…とかなりそちらの方については身体的にもかなり大変

な部分の方たちのいる居室がそのような１年に５戸という年次計画でやっていくという発想自体

が通常の気象状況であればいいわけですけれども、現実的にはそうではないという環境の中にお

いてそれは当然予算経費が伴うものですけれども、やはりその視点をきちんと置きかえて全体を

見た中で個々の事業の後始末をするという意味じゃなくて、実態に合った中においてどうあるべ

きかということをこれはストレートに真正面から捉えてやっていく必要があるのではないか。 

 居室は当然ですし、それ以外の部屋においても必要なものについてはそこで働いている職員の

働く環境も含めて取り組んでいくというのは当たり前の社会であって、そういったものを遠慮す

るというのは遠慮しながら予算要求していくというのは、そこはきちっと財政当局も受け止めな

がら当然町全体の予算ということもありましょうし、電気等伴うキュービクルといった形の配電

が必要なのかという形で根本的にやり直さなくちゃいけない要素も出てくるかもしれませんけど

も、具体的にそういったことも検討を加えた中で早急に取り組んでいくという姿勢が必要じゃな

いか。このように考えるところで再度答弁をお願い申し上げます。 
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○伊藤委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君)  

 おっしゃったとおりでございます。やはり先ほど申しましたけれども、命を守る施設というこ

とで極力早めに進められるようにしていきたいと。また働く者のご配慮もいただきましたので、

それらも含めてどこに必要かというのは、やはり老健の職員とも話ながら進めていかなければい

けないのかなと思っております。また別の施設になりますが特別養護老人ホーム、こちらもやは

り冷房がない状況でございますので、これらも要望があるなしに関わらず、やはり地域密着型の

施設ということがございますので、これらも考えていかなければいけないのかなとこのように考

えておりますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

では、次行きます。 

 ２項清掃費、１目清掃事業費、62ページから 63ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 それでは、ここで説明員交代となりますが、質問漏れ等ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ないようですので、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて再開いたします。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、64ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 毎年お願いしているんですけども、またかという感じですが、なかなか改善されないので今年

も要望したいと思います。農業委員の報酬ですけども、やはり事業内容等の多さに比べて報酬の

バランスが悪いということで、是非この点は改善をしていただきたいというふうに要望したいと

思います。農業委員の業務というのはかなり多岐に渡りまして現地調査から始まって利用調整会

議、月１回の農業委員会の総会、また地域の方々の相談業務、花嫁対策、担い手対策ですとか農

業者年金にかかわること、本当に幅広い業務の中でそれぞれの仕事の時間を割いて大変な中でや

っていただいている業務であります。 

 今申し上げたとおり、沢山の業務がある中でそれに対して報酬が見合っていないというのは、
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かなり前からお願いしていることだと思いますので、是非とも検討を加えていただいて改善する

ところは改善していただきたい、そのように思います。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 農業委員の報酬についてでございますが、従前より受け賜っている話でございますが、現実問

題としましていたしまして我々も農業委員さんに対して、その業務内容が非常に煩雑で人の財産

に関わるような部分のお仕事をしていただいているということで認識しているところでございま

す。またその中で従前よりお答えしている中では管内のある程度のレベルに達しているというこ

とで、今のところ見直しというのは図られていないわけでございますが、そういった部分がある

ということは認識しておりますので今後そういった部分を勘案しながら検討していかなきゃいけ

ない時期に来ているとは理解しているところでございますが、今すぐにということではご確約は

できませんので今後について検討していきたいということでお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今言われたとおり、人の財産にかかわる大変な仕事でもありますので、ぜひとも直すべきとこ

ろは直すということで、色々ハードルもあるかと思いますけども現状に合った改革というのが必

要だと思いますので、ぜひとも検討をお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。答弁よろしいですか。他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

では次行きます。 

 ２目農業振興費、65ページから 66ページ。前中委員。 

 

○前中委員 

 数字的なものだけでよろしいのでお聞かせ願いたいんですけども、農業振興センター管理運営

事業費計上されていますけども、利用実態どのような形で回数も掌握していればですけども教え

ていただきたいなと。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 
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○産業建設課長（河合雄司君) 

 利用実態についてでございますが、基本的に恒常的に利用している方というのが、羽衣第１自

治会の方々が利用されているということでそちらの分については年間の定額でいただいていると

ころでございまして、それぞれの使用回数は把握していないところです。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 そういう説明ですけども光熱費の支消が出ていてどうなんだという指摘もないわけじゃないん

ですけども、私はその観点よりも構築物、今後の中で発展的な利用体系、そこの方の道しるべ的

な考え方をやはり持っていく時期に来ているのではないかなと。北海道の施設である改良普及セ

ンターがご存じのとおり、昭和 40 年代の構築物であります。そういった意味ではあの機能を難

しい案件ではあるかどうかわかりませんけども同じような観点がその農業振興センターにある程

度集約ができるのかできないのか。そういうような時期に来ているのも実態かなと思いますので、

今後の中で重々原課あるいは執行者側とも十分協議しながらそういう方向性が見えれば、利用の

活路も見出せるかと思いますので、その辺合わせて価値があると思いますのでどのように考えて

いるか、大変難しいところですけども。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 委員の皆さんも十分御承知だと思いますがあの施設につきましては国の所有物でございまして、

町が管理委託を受けているというこういう形のものでございます。その中で前中委員おっしゃる

ところによれば、例えば北海道の施設として活用できないかというようなお話じないかと思いま

すがこれにつきましては北海道からそういった話が現在あるわけでもないので非常に難しいとい

う委員おっしゃるとおり非常に難しい問題でございます。実際話があった訳ではないものですか

ら我々がそこに行ってくださいという話ができるわけでもございませんので、正直な話、その辺

については今のところ検討することも考えているということでもないというのが正直なところで

ございますので、そういう事態が起これば検討させていただきたいなと考えているところでござ

います。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 大変厳しくて国と道との考え、そして町が運営管理をしているという方法論が分かれているん

ですけども実態に即してあの施設の活用、北海道の改良普及センター、東部地区の普及センター

は基幹農業のシンクタンク的な要素であそこに働いている方々の職場環境ほんとに大変な事実も
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ありまして、やはりそういった部分で本町にこの東部普及センターを担保しながら存続するには

やはりそういうような高度な手法も今後１つの方策としてやはり前向きに検討していただきたい。

これは町長サイド、執行者側もかなり強力に進めなければならない案件と思いますので今後の中

でどこかで頭出しなり協議できる形があれば全身全霊検討していただきたいそのように思います。

答弁は求めません。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

それでは次に行きます。 

 ３目畜産業費、66ページから 67ページ。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ４目農地開発事業費、67ページから 68ページ。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ５目道営整備事業費、68ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 積極的に触れたくないんですけども、予算委員会でも農業関係の議員の方が触れておりました

ので多面的機能交付金事業の実績の捉え方なんですけど、道営事業でこういった財源を有効活用

しながら環境保全等含めた鹿柵とか畑かんの協議会の運営費の関係ですとか、鳥獣対策、宇遠別

の関係等々の見直しということで有効活用を特定財源ですから非常に有効で良いと考えるんです

けどもそんな中で具体的に言いますと営農集団で年間８千 800 万、具体的な活動実績というの

はどのような形になっているのか、それをお示しいただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 営農集団の活動実績ということですけども、今、手元の資料に詳しく何日といったようなもの

は持っていないところですが、営農集団の中で草刈りの関係で、金額的なもので 283万円、防風

林関係の整備で 76 万２千円、それから施設点検ということで 56 万９千円、農道の補修関係で

133 万６千円、それから畑の審判の関係で２千 312 万８千円、融雪剤の散布関係で２千 880

万７千円、緑肥の関係で１千 687万５千円、風塵防止ということで１千 345万円、営農集団関

係では以上のような形で基金の支払いをさせていただいているという記憶でございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 有効に活用されていれば問題ないですし、若干気になるのは春先だとか融雪期とか晩秋のこれ

からの時期、雨の時期という形で、畑地に付帯した用水路が氾濫したりとか浸食を受けて逆に言

えばかなり道路の維持管理の事業の方で年間通して補修的な事業がかなり増えて来ている実態に

ある。その中で本来的な部分でいくと今課長から答弁あったとおり、多様性を持つ中においてそ

れぞれがしっかりと環境保全で主体的な活動をされていると思うんですけど、その辺の組み合わ

せ方とか環境保全型の中において道営の事業において支給されているというのは事業費が受け入

れる側においての事業展開のあり方みたいなものを、特に農地保全とそれに付帯した施設、道路

に関するのり、それから側溝の関係、排水路の関係、もう少しある意味では色んな課題というも

のを明確にしてやっていくということも必要な時期に少し入ってきているのかなと。特に春先、

これからの晩秋の雨の集中的に降った部分、そういった部分の話し合い協議というのはこの受け

皿の中でされているのかどうか。町としての考え方としては当然農協とかそういった主体となる

団体組織がありましょうけどその辺等とそういった課題についての協議がなされているのかどう

なのか、合わせてどうも見てると、少しほぼ大型でいかれたやつは町が全部土木の補修事業でや

っているのが実態というふうに見えなくもないということもありまして、その辺の協働的なあり

方についても農地保全、公共的な道路、排水、用水等の関係についても双方の力を合わせながら

きちんと対策を練っていくということも必要ではないかと思う所でございますけども、その辺に

ついてどういった実態になっているか合わせて御答弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいま古谷委員からありましたように確かに春先、融雪機の水ですとかこれからの台風関係

の水、こういったものにつきましては道路側溝なりを流れまして非常に氾濫していき、農地の方

にも影響を与えることに実際なっております。それに対する修繕等については道路施設といった

部分の中で道路の関係で修繕しているということが現実となっております。それで我々担当とし

ましても実際問題このままでは立ち行かなくなるということも考えておりまして、農業サイドの

どういった手法を取るのかは別ですが多面が良いのか他の事業を立ち上げるのかということは別

にしましてもそういったものをやっていかないと道路事業の中では立ち行かなくなると考えてい

るところがございまして、今後その部分について何らかのアクションを起こして行かなくてはい

けないというところは考えております。 

多面事業ということであれば、例えばこの事業の中で例えば側溝の清掃とか草刈りをやってい

ただくことによって例えばその水の流れで良くなるだとかいうこともあるかと思いますが、現実

としてはそういった相談までは至ってないというのが現実でありまして、今後そういう機会があ

りましたらば何らかの方向で話をしていていく必要もあるかなと思います。ただ委員おっしゃっ

たように各団体との関係もありますし、予算も限られたものとなっておりますので、その中でで

きるかどうかというのは今後協議し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。 
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○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 ここ何年か災害とまではいかないまでもそういった水の流れ、当然上から下へ流れるわけであ

って側溝排水、農地の流出という形が本当に頻繁に常態化してきている中において、ここの部分

の各団体にいっている経費を削れと言う意味で言ってませんから。そういったところと連携しあ

って上手の作業をきちんと草を刈って流れを良くしておかなければ溜まっていく、勢いによって

道路側溝に流出してどんどん壊れていくと言う連動した面として考えた時に面と線をきちんと考

えた時に、そういったこと手当を十分考えた方策というものを農業事業や道路土木事業をきちっ

とかみ合わせた中で検討して行くという形をやっぱりこの時代必要になってくる。 

従来型の道路は道路、農地は農地という考え方にはありませんし、または住民協議を行政との

施策的な事業の展開とのかみ合わせというのが未然的な予防、防止、そういった被害があったと

しても極めて少なく済ませていくということも含めて、それが生産性の向上にも繋がるし安全性

の確保にもつながっていくというそういった観点の対応というものが今後どうしても必要になっ

ていくのではないか。限られた人口は減っていくわけであって、限られたパワーの中で保全して

行くという意味において前向きに取り組んでいくことが必要ではないか、再度、課長の答弁をお

願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 今委員からございました今後に向けて道路事業のみならず他の農業事業とかみ合わせた中で事

業を検討してまいりたいというふうに考えます。よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。なければ次に進みます。 

 ２項林業費、１目林業振興費、２目自然保護対策費を一括で、68ページから 70ページ。よろ

しいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ここで、説明員交代となりますが、質問漏れ等ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ないようですので、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○伊藤委員長 
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 休憩を解いて再開いたします。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、70ページから 71ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ポイントカードについて、きよポンカードがもうすぐ動き出してから１年経つわけですけども、

きよポンカードについての評価を原課はどのように捉えているかというのをまずお聞きしたいと

思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまのポイントカード事業でございます。御承知のとおり、平成 19 年に開始しました多

機能ポイントカード、このシステムが平成 30 年の４月にシステムがダウンしたということで不

可能になりまして商工会におきまして、新たなポイントカードを導入したいということで国の補

助、道の申請を進めていたところでございまして、昨年でございますけども国の補助金、その部

分の残と自己財源以外の分を町で補助して支援をしてポイントカードが昨年 10 月から稼働した

ところでございます。 

ポイントカード事業でございますけども、現在の実績のお話をさせていただきますと、会員数

が 3,266 人ということで８月の段階ではなっています。かなりの方がこのポイントカードの会

員となっておられるのかなというふうに把握をしているところでございます。また購買の関係は

８月ですと大体７千万。このポイントカードの対象のお店で使った金額が、７月は８千 300、８

月は７千万ということで、かなりの形で購買もされているのかなというふうに認識しております。 

また町の方としましては行政ポイント連携という形も含めましてこのポイントカードについて

は連携を行っているところでございます。この事業、商工振興計画のどっちかというと目玉事業

という形でも進めてきた事業でございまして、町としても商工会と連携する中、町内消費が図れ

るような形で地元通貨みたいな形である一面では町内消費の拡充が図れた事業かなというふうに

思っているところでございます。この事業、まだまだ商工会と連携しながらＰＲも含めて事業展

開が図れれば良いかなというふうに思っておりまして新たなポイントカードについては町として

も今後もまた支援をしながら進めて行きたい事業として認識するところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 きよポンカードも 3,000 枚を超える発行があって町外の方も利用されているという話も聞い

ています。このポイントカード、まだまだ可能性が広がる面を持っているんだと思います。７月、

８月、９月に景気アップ大作戦ということで、３割還元ということで、それも大盛況ということ

でやり方によっては消費の動向を動かすことが出来る、消費の少ない時期にも消費を持っていく

ことができる。やり方によっては。そういう可能性も持っていますし、先ほど言われました行政
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ポイントとの連携というのをまだまだ可能性が深まると思いますので今後ともいろんな可能性を

探りながら、きよポンカードをますます利用されるように推進していっていただきたい、そのよ

うに思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま委員からもお話ありましたように、ちょうど 10 月で１年が経つのかなと思います。

より商工会とも連携しながら十分にこのポイントカード事業がさらに事業展開できるように進め

ていきたいというふうに思っております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ２目観光振興費、71ページから 74ページ。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 観光振興費について２つばかり質問をしていきたいと思います。まず 71 ページの情報交流施

設整備事業について。確かきよ～るの建設のときに、地中熱の調査を行なったはずなんですが、

その後どういうふうになったのかお聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今、きよ～るの関係でございます。きよ～るについては地中熱の設備、ヒートポンプを設置し

ているところでございまして、施設の冷暖房については地中熱で賄っているのかなと思います。

カフェの給湯については灯油のボイラーということで設置をしているところでございますけども、

施設の冷暖房についてはヒートポンプの活用を図っているということでご理解いただきたいと思

います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 よく聞き取れなかったんですけれども、ヒートポンプでしたらカフェの方で使っているという

ふうな理解でよろしいですか。 
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○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 このきよ～るの関係です。地中熱設備費ヒートポンプについては施設全体の冷暖房の関係につ

いて賄っておりまして、補助的な灯油については今使っていないような形です。先ほど言ったカ

フェの給湯の分、ボイラーのみのところは灯油ということで若干使っておりますけど、基本的に

は施設全体の冷暖房については、このヒートポンプ地中熱の方で賄っているような状況でござい

ます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 カフェの給湯の方で使っているということなんですけども、たしか地中熱の調査をした時に結

構な金額がかかっていたはずですが、ヒートポンプをカフェで使う部分に関してどの程度の差が

あるのか。例えば通常の光熱水費をヒートポンプを使わないでやる場合と、こういうふうに地中

熱の調査をして、その上ヒートポンプで部分的に使っているということに関してどのぐらいの開

きがあるのか、どの位の差があるのか。わかりましたらお聞きしたいんですが。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 私の説明の仕方が申し訳なかったと思います。ヒートポンプにつきましては、施設全体の冷暖

房の関係については地中熱で賄っております。施設全体。カフェの給湯については灯油ボイラー、

一部灯油ボイラーを使っているということで、施設全体は地中熱の方で賄っております。 

補助的な灯油についてはそんなにもかかっていないのかなというふうに思います。施設全体ヒ

ートポンプで使っております。それで温水ボイラーとヒートポンプを使った場合のランニングコ

ストなんですけども、数値でいきますと 39 万２千円ほど減になっているような数値の実態が出

ています。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 最近ちょっと耳が遠くて聞きづらいんですけども、39万２千円分違うということなんですか。

もう一度説明をお願いします。 

 

○伊藤委員長 
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 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今の関係について、もう１度調べさせていただいて後ほど報告させていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 質問を変えます。72 ページの観光振興費の観光地整備研究調査いうことでお金がついていま

すけども、神の子池の整備が今どのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの観光地整備の関係につきましては、観光地整備の現況調査設計業務、それから神の

子池トイレ建設工事の実施設計、駐車場の実施設計業務委託料ということでこの３本の事業でご

ざいます。神の子池の関係でございます。昨年から委員会等でもご審議をさせていただいた件で

ございます。これについては神の子池、かなりの観光客の方が来ている状況となってございます。

その関係でトイレ駐車場についても園地も含めて整備が必要だということで協議等を進めてきた

ところでございます。 

昨年このような調査等も行ったところでございまして、観光客の方の利便性も考えて駐車場、

トイレについて現状のトイレでは不便をかけているということで整備をしていきたいという考え

でございます。この関係、現在も森林管理所北海道と実は整備に当たって協議を進めているとこ

ろでございます。正直な話を申しますと、色んな部分で用地等も含めて今回駐車場トイレ棟の実

施設計なりを協議をしながらやったところでございますけども、先ほど言ったとおり森林管理所

北海道と協議する中で具体的な展開する中でやはり若干ハードル等がございまして、まだ協議を

しているところでございます。必要性は感じているところでございますけども十分にこの辺につ

きましては今現在の測量した用地も含めて全体的な構想も含めて考えていかなければならないの

かと考えております。 

当然、トイレ駐車場の必要性も感じておりますし、実際管理をどうしていくかってことを含め

てそういう全体計画、今現在また協議を進める中で課題が出てきてあの場所もという話も出てき

ている部分で何とかという話もあるんですけども、保安林解除も含めて色んな問題が出ているの

が実態でございます。その辺一つ一つ整理させていただきながら、またこの事業が進められるよ

うな形を委員会等でも説明させていただきながら、神の子池については整備をどういうふうにな

るかわかりませんけども、時間がかかるかわかりませんけどその辺また説明をさせていただきな

がら整備には当たっ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。 
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○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 委員会の中で我々にも色々と資料をいただきながら進んできたわけですが、課長の話を聞きま

すと、なかなか思ったとおりに前へ進んでいないのかなというふうに理解します。そうであるな

らば毎年のように神の子池には観光客が来ますので８万人とも９万人とも言われていますので、

毎年来る観光客に対してこの新しい事業がなかなか前へ進まないのであれば、今の現況、駐車場、

トイレ、その辺も今までの計画どおりに進んでいないのであればしっかりと進むようになるまで

現在の状況を踏まえた上でトイレについてもしっかりと見て、きれいなトイレにしていく。それ

から駐車場にしても結構、砂利も飛んだりしていますので、その辺のことも十分踏まえながら整

備を進めて行って欲しいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの神の子池の整備の関係でございます。委員から今色んな御意見等いただきました。

今回この神の子池を整備するに当たって速やかに前段の関係者との協議も含めてきちんとしたも

のが私の方で進められなかったのかなというふうにも反省をしているところでございます。関係

者との事前の連絡調整が必要というふうに認識しておりますし、全体の管理についても管理計画、

手法についても十分に検討しなければならないと思っております。現況のところでという形も踏

まえまして、この神の子池の整備について十分に再検討させていただきまして御提案させていた

だければと思っていますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長  

 よろしいですか。他、ございませんか。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 次、行きます。３目オートキャンプ場費、74ページから 75ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長  

 次、行きます。４目江南パークゴルフ場費、75ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ここで、説明員交代となりますが、質問漏れ等ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 １点だけ確認させてください。商工振興費の中で空き家リフォーム１件 30万円ということで、

リフォームされているようですけども、リフォームされた後、賃貸なり売買なり有効に活用され
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たのかどうかをお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの空き家の部分の 30万については有効に活用されているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 空き家対策これから沢山の空き家が清里に現実あるので、ぜひとも空き家対策は今後ともリフ

ォームまた家具等の片付け等のＰＲも積極的に行っていただいて、空き家の対策をしっかり行っ

ていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま委員からあったとおり札弦・緑だけでなくて清里全体含めて、空き家が増えてきてい

る実態というのは把握しておりますので、今言われたことを参酌しながら空き家対策について十

分に行っていきたいというふうに思っております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

ないようですので、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて再開いたします。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、75ページから 76ページ。 

 （「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。２目道路新設改良費、77ページ。 

 （「なし」との声あり） 
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○伊藤委員長 

 次、行きます。２項都市計画費、１目公園費、77ページから 78ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 公園費の関係で公園管理の関係で、当町は緑地が多くて公園管理委託している場合だとか直営

でやっている場合もあるんでしょうけど、作ってから経過年数が経っているということもあって、

なかなか管理が行き届いていないところもあるのではないかなと思います。それぞれ春先とか秋

口、冬の前にそれぞれの担当が点検されて対応してくれているんですけど、具体的には例えば駅

前のトイレがあって花壇があってそして広場があってやっていますけど、ほとんど利用実態がな

いし雑草が生え放題の状況になっていたり、この前も委員会でお話しましたけれども、例えば焼

酎工場パークになっておりますけれども水が流れていますけれども夏場に藻が生えていて、滑る

状態になっていたりとか、これだけ緑地を沢山持っているとどうしても手が回らないというのは

仕方ない部分ありましょうけれども、緑地が多いことによってうちの町は非常に良いということ

もあるんですけど、その管理がなかなか行き届かないということも事実でかなり多く生じてきて

いるのではないか。その辺の実態をどのように掌握されているのか、実態、点検だとか補修修繕

についても取り組みの実態についてお教えいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 ただいまの公園管理ですが、当町緑地がふんだんにありまして管理しているわけですけど、管

理の方としては春先の使用はじめに点検を行いまして終わった時に点検をするという中で草刈り

に関しましては地元事業者、もしくはシルバーを使って草刈りをしていただいているところであ

ります。 

 それ以外の部分に関しましては、自分たちで気がついた部分、もしくは問い合わせをいただい

た部分で対応している部分ですが、今委員からありました御指摘の部分で我々が把握できてない

部分ございますので改めて点検をさせていただきたいと考えます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 もう１つ、なかなか現実的には全部が手入れ出来ない、それは事実としてある程度は許容範囲

だと思うんですけど、立木等について 40年、50年もっと経過しているものがありましょうし、

そういった中において強い風が吹いたりしながら風水害の関係で倒木が出てきたりだとか、根が

例えば特に緑ヶ丘公園、パークをやっていた時期がありますから根が固まってしまって弱くなっ

てきて枯れてきている。ある意味では１回作ったからそれを保持していくという意味ではなくて、

あるものは当然伐採して倒してしまって集計をして更新をしていく。 

 インターロックで作ってやった分についても、その当時は流行りだったけど現実的にはひずみ
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が出てきたりとか、かえって管理がしにくい、草が生えてきたりだとか。そういったこと含めて

実態に合わせてやっていかないとなかなか管理できないんじゃないか。 

 使う遊具と使わない遊具、安全性の担保とかその辺もう一度点検をかけていただいて実際の利

用の実態等に対応した管理の手法論を少し考えていただく時期になっているのかなと思いますが

どのように担当課長として捉えられているか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今御指摘ありました木に関しましては確かに老木もかなり増えているところでございます。一

番多い緑ヶ丘公園に関しましてはシーズン通して業者に委託していますので、風が強い時などは

見廻りなどして枝などを拾う作業はしていただいているところでございますが、全体的にご指摘

のとおり木が混んでいる状況がございますので、新たに植えるという考えはございませんので、

今ある木の中で老木等に関しましては伐採するようなことも今後考えてまいりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 緑地が多い事は環境的に良いことなんですが、管理し切れない形の中で維持していくというの

は逆に言えば日本一美しい村連合であるとか、清里 100％のイメージだとか花と緑の町というイ

メージと、逆にそれがマイナス要因になってきている。これは公園だけじゃなくて道路の植樹帯

なども違う科目になりますけれども駅前通り農協通りなんかは非常に見にくい状態まで陥ってい

る。それは緑地管理の考え方、総合的に公園だとか植樹帯等を含めた中で総合的にやっぱり展開

していく方法も手法論として考える時期に入っているんじゃないか、そうしなければ道路は道路、

公園は公園という形の中でなかなか維持管理が難しい状況、経費の面も含めて何らかの新たな維

持管理の手法論みたいなものを整理を含めて取り組む必要性があるのではないかと認識するわけ

なんですけれども。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 公園管理に関しましては遊具を含めて安全第一が一番の使命かなと考えますけど、今おっしゃ

られたとおり町全体のイメージ的な美観、この辺も考慮して美しい村ということもありますし含

めた中で管理してまいりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。岡本委員。 
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○岡本委員 

 同じく緑ヶ丘公園の古谷委員からも指摘ありましたけども 15 号道路の交差点、点滅信号の公

園の角に大木や小屋があって小さい気を沢山植えられていると思うんですけども、あそこは事故

の多い交差点なんですけど見晴らしの悪さも個人的にはあると思っているんです。もし可能であ

ればその辺の処理というものを計画していっていただきたいなと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 改めて点検いたしまして交通の見通しの部分で障害となっているようなものがあるのであれば

除去するようなことを図りたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。なければ次行きます。 

 ３項住宅費１目住宅管理費、78ページから 79ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 次、行きます。２目住宅建設費、79ぺージ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防費、79ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ここで、説明員交代となりますが、質問漏れ等ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

ないようですので、ここで３時 35分まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 ３時 23分 

再開  午後 ３時 35分 

 

○伊藤委員長 

 先ほどの地中熱の関係で町側の方から答弁がございます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 先ほどの池下委員からの御質問でございます。きよ～るの地中熱の関係でございます。きよ～

るにつきましては、基本的には施設の冷暖房については全て地中熱、ヒートポンプで賄っている
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ところでございます。比較でございますけども、ランニングコストの部分でお話させていただき

たいと思います。温水ボイラーを１年間使った場合についてはランニングコスト的には 127 万

８千円、ヒートポンプを使った場合については 88 万６千円ということで削減率については約

31％というような形でヒートポンプを使った場合については、なっているような状況でございま

すのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。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、79ページから 80ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 次、行きます。２目教育諸費、80ページから 82ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 次、行きます。２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費を一括で、82ページから 83

ページ。前中委員。 

 

○前中委員 

 小学校教材等整備事業費の中でパソコンの整備をされた経過がございまして、これはもう執行

されたわけですけども、今回の定例会でギガスクールという中で、タブレットの予算も計上され

てなったわけですけども、今後の中でパソコンとタブレットという部分で、端末の話なんですけ

ど学校現場でどのような使い分け、リモート授業に対してはタブレットという認識は今はできま

すけども、パソコン自体を色んな部分でＯＳだとかプリンタと接続しながら同じように教育のソ

フトを活用しながら学校授業で用いるという今回の決算になってはいるんですけど、タブレット

とハードであるパソコンの使い方の考え方についてだけ説明お願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 今回のタブレットギガスクール構想でございますが、御承知のとおり、今後、数年かけてじっ

くり導入していくというものが全国一括で、今年度全国で約１千万台を超えるような台数のタブ

レットが全児童生徒に配布されることになります。この使い方につきましては、細かいところが

実は煮詰まっておりません。文部科学省としてもいろんな例示はされてはおりますが、具体的に

現場で使われている例は極めて少ない状況でございます。しかしながら、基本的なスタンスとい

たしまして、タブレットは文房具。簡単に申しますと鉛筆、消しゴム、タブレット、そのような

形の認識をしております。１つの例といたしまして、本来ですと手を挙げて子供たちが発言をい

たします。それをタブレット上で子供たちが回答し全員の回答を先生がタブレットで確認をしな

がら授業をする、そんなことも可能となっております。また将来的なことでございますが、家に

持ち帰って家庭学習をタブレットでやる、これにつきましてもクラウド上で全て行われることに



97 

 

なりますのでそういう意味では、先生が子供の家庭学習の状況を確認することができる、このよ

うな使い方もございます。また、文部科学省では、ここ数年のうちにデジタル教科書ということ

で教科書を、実を申しますと既に教科書のソフトはもう市販されておりますが、本格的に文部科

学省として教科書としてタブレットを活用するというふうにも聞いているところでございます。

このような使い方とパソコン教室のパソコン、明らかに使い方は違うわけで特に、パソコン教室

におきましては例えば具体例を挙げますと、ワードやエクセル、それからインターネットへの接

続といった具体的なコンピューターを学ぶための、道具を学ぶための使い方に特化していくので

はないかというふうに考えております。 

いずれにいたしましても、今回のギガスクール構想の中でこの使い方について支援をしていた

だける専門の業者の方を 10 月から半年間、小学校・中学校に派遣をすることが決定しておりま

すのでその中でタブレットの使い方、そしてパソコン教室のパソコンとの使い分け、この辺につ

いても先生方と議論を進め、使い方についてしっかりと決めてまいりたいというふうに考えます

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今タブレットは文房具、パソコンに関してはワードなりエクセルなり今の社会における基本的

な使い方という道具としての役割だと説明がありました。そういう説明の中でちょっとマニュア

ルというか副読本、これも本来であれば今回も予算計上され、決算であれですけども将来的には

これも見るのではなくてやはりデジタル化の社会でＰＤＦなりで十分可能な体制だと思いますの

で、そこら辺もあわせて今後の中で、今回は副読本の作成はもう予算の中で出来ていると認識し

ていますからそこら辺も今後の中の展開としてどう捉えるか。前向きに検討して欲しいと思いま

す。そこ何か考えがあれば答弁願いたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 副読本につきましては昨年度改定をいたしまして 300 冊ほど実際に作っております。これは

小学校３年生、４年生で活用するということで今後配布をしてまいります。委員おっしゃるとお

りＰＤＦ等、今データ自体は例えば印刷屋さんにございますので将来的にはデジタル化というこ

とは可能だというふうに認識しております。限られた児童生徒の机の上にノートを置き、教科書

を置き、タブレットを置き、鉛筆を置きどういう形で授業が展開されるのか、ここについて今後

早急に学校現場で詰めてまいりますので、副読本の使い方も含め協議を進めてまいりたいと思い

ます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。池下委員。 
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○池下副委員長 

 同じく教育振興費で小学校の教材等整備事業というところを消耗品費が 423 万ついているん

ですが、これはどのような消耗品なのかお伺いしたいと思いますが。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 教育振興費におきます消耗品費でございますが、これにつきましては教員が使う指導書の購入

のための経費でございます。実際に、先生方が各授業を行うに当たり、指導の仕方、マニュアル

等が記載された指導書というのがございますので、それを購入する経費に充てております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 先生方の指導書だということですけれども、今回 423万ですが、昨年が 150万しか決算なっ

てないですけども、約３倍近い金額になっているんですけども、昨年はこういった指導書的なも

のというのは一切購入しなかったのかということでいかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 昨年との差でございますが、実は教科書が本年度より小学校におきましては新しくなっており

ます。新学習指導要領に準拠した教科書ということで使用する教科書がすべて新しくなっている

ことから増額しているという状況でございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ３項中学校費、１目学校管理費、２目教育振興費を一括で、83ページから 85ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。４項社会教育費、１目社会教育総務費、85ページから 86ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○伊藤委員長 

 次、行きます。２目生涯教育費、86ページから 87ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ３目生涯学習総合センター費、88ページから 89ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。４目図書館費、89ページから 90ページ。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 90 ページの図書館費の中で郷土資料館の管理運営事業費というのが 30 万５千円ついており

ますけども、この郷土資料館というのは年間どのぐらいの人数が来ているのかお伺いしたいと思

います。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 令和元年度におきます郷土資料館の利用人数でございますが、入館者が 149 名となっており

ます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 全体で 149名だと思うんですが、大人の方、それから子ども、話に聞くと毎年やまと幼稚園の

子供達が来ているような話も聞いているんですが、その辺の内訳はどういうふうになっておりま

すか。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 内訳につきましては一般成人が 66、小・中学生が 71、幼児が 12となっております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 
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○池下副委員長 

 大人の方が 66 人ということですが、ここは普段管理人がいるわけではありませんので、当然

予約をしなければ来れないということでありますけども、この 66 人というのは本町の人間がい

るのか、またほとんどが地方の方なのか、その辺に関してはどうですか。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 細かい統計はここにございませんが、大体が町内の方が多いのかなというふうに思います。た

だ、土曜・日曜など旅行で来られた方、近隣の町村で歴史に興味を持たれている方、昨年あった

かわからないですけども、例えば同窓会で集まられた比較的高齢の方々が訪れているという状況

でございます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 土日に関して例えば皆さんお休みですから、当然予約をしてから来るのかなと思うんですけど

も、いきなり来て見たいんですと言った場合は、それでも中へ入れてもらえるのかどうか、その

辺をどうですか。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 基本的には事前予約をお願いしますという形のアナウンスをしております。しかしながら、ど

うしてもということであれば町内で連絡の取れる職員、最初、プラネットに見学されたい方はご

連絡くださいとなっておりますので、プラネットにおります警備員から、担当の職員に連絡が行

きまして町内にいればすぐ対応できるような体制は可能かと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 年間に 149 名ということで余り来ていないのかなというふうに思いますし、年間のかかって

いるお金自体が 30 万円という本当に少ない金額で推移しているわけなんですけど、この郷土資

料館というのは清里町が町として開拓されてから何十年間の歴史のあるものが多々置いてありま

す。議会の常任委員会の視察でも見学しておりますけども、今後、郷土資料館のあり方、今の状
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態を踏まえた上でこれから先どのような位置づけにして今のままの状態にしておくのか、それと

もこれから先、何年か計画を立てた上で位置を変えるとか、そういった状況を教育委員会しては

どのように考えているのか。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 郷土資料館につきましては、新栄・江南の小学校が閉校になった段階で新栄・江南小学校の記

念になるもの等を収納をしております。ということは当然狭隘になってまいりました。そして、

また緑、光岳小学校の歴史的なものにつきましても、現在収納をしている部分もございます。 

そのほか、例えば光岳小学校にありますオリンピック関係の資料、これはどうなるかわかりま

せんけどもプラネットにございます、芟薮さんのコレクションですとか、寄贈していただいた絵

画、色んなものがございます。それをしっかり展示をするには極めて狭い状況でございます。 

建物自体も旧清里高等学校の校舎を活用し、外壁等につきましては以前リニューアルをして一

見綺麗に見えますが、内装につきましては特に暖房設備もございませんし、非常に古い状況のま

まとなっております。 

今後につきましては、町全体の公共施設の考え方の中で郷土資料館もしっかり議論をしてまい

りたいというふうに考えております。これを日常的に来館者を増やすとなると職員の配置ですと

か非常にハードルが高い部分もございます。しかしながら今委員がおっしゃったとおり、まちの

歴史をしっかりと継承していく、そういう意味ではこの郷土資料館の重要性というのは認識して

おりますので、今後まち全体の公共施設のあり方の中で検討してまいりたいと思いますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 なかなか難しい問題かなというふうには私も理解はいたします。やはり町長もよくおっしゃっ

ておりますけれども、先人の方々の貴重なものがたくさん詰まっておりますし、公共施設という

ことを考えたら、今後どういった推移になるか全くわかりませんけども、昨年、光岳小学校も閉

校したことを考えますと、色々なところでの展示、町長が最終的に決めなかったら難しいのかな

というふうに思いますけども、色んな方策があると思いますので十分そこら辺を検討した上で今

のままだと死んでしまっているような感じがするんです。勿体ないなというのがありますので、

時間をかけてでも何とか改善していけるようにやっていただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 
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 郷土資料館のあり方につきましては、しっかり教育委員会で今後詰めてまいります。また建物

ということにつきましては、先ほど申しましたが町と全体の中で議論を進めてまいりたいと思い

ますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。次、行きます。 

 ５項保健体育費、１目保健体育総務費、90ページから 93ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ２目トレーニングセンター費、93ページ。前中委員。 

 

○前中委員 

 本町は色んな部分で文化施設あるいはトレーニング施設、体育関係の施設、既存の中でもかな

り管理運営していると思うんですけども、この時代に合った中で、運営維持管理コスト、これは

御承知のとおり、年々財政の中で圧迫の要因の一端かなと思っております。その中でトレーニン

グセンターの維持管理、極端に数字だけを比較するのはあれですけども、燃料費、光熱費、この

中の利用日数における燃料費の割合、余りにも他の施設に比べて高い、コスト的に高いのかな。

プラネットの施設であれば、それなりにも１千万円近い光熱費と燃料費はあわせてかかるんです

けども、この施設だけで比較すれば単純に 700万。 

確かに今回、この予算計上の中で地下タンクの開設でA 重油から灯油タンクに変えたと。そこ

での単価差がA 重油と灯油では単価が違うかもしれませんけど、その中でどれだけの燃焼効率が

よくなったのかそこをまず指摘しておきたいのと、今後の中で利用実態、何名いるかはわかりま

せんけども、使用料金ここで指摘はしたいと思うんですけども、利用実態の中で予算の中の数字

しか見えませんけども、大体数字的には予算書の中では 76 万円という予算の額が出ていますけ

ど、実態状況としてどのような状況かわかれば。そういう実態も現実にあるということで理解し

ますが、わかる範囲で良いです。 

 

○伊藤委員長  

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 Ａ重油と灯油の部分につきましては、まだ１年経過していないものですから数字的な分析がで

きておりません。また単価の部分、申し訳ございません。現在資料を持ち合わせていない状況で

ございます。 

 

○前中委員 

 その利用実態。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 
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 利用実態でございますけどもトレーニングセンターにつきましては年間、令和元年度につきま

しては２万２千人ということで大体平成 27 年から２万２千から５千人台で推移をしているとこ

ろでございます。 

 

○前中委員 

 近隣にこのような総合的な体育館はないという中で、利用人数がかなり大きく利用されている、

本当に喜ばしい限りだと思います。ただ、それに付随しての管理費、今言ったように直接的な光

熱費がかなりの部分で占めているのが実態かなと。それに見合う中の利用料金の徴収もされてお

りますけども本当にわずかな金額、そろそろ利用料金の体制も今後の中でやはりしっかりと消費

税の上げが過去に２度もされている中で、そこら辺も算定の中できっちりと考えていくというこ

とも１つ押さえると。 

それともう１つ、コストカットという部分で極力、光熱費の維持管理の上で例えば冬季の部分

は仕方がありませんけども、ある程度の時期はそのボイラーの使用料をどうやって工夫しながら

コストカットするか。そういうようなことも多少は考えていく方向もやはり普通の感覚でありま

したらコストカットする上ではここの部分では大きなウエイトになってきますから、そこら辺も

あわせて今後の中で施策の中で取り組んでいただきたいと思っております。そこの辺合わせて答

弁願います。 

 

○伊藤委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 トレーニングセンターにつきましては、昭和 50年代後半、56年ぐらいだったでしょうか。建

設ということでございまして、実を申しますと温水ボイラー等もそのときのものを現在もだまし

だまし使っている状況にございます。そういう意味で修繕費も含め維持管理のコストが上がって

いるというところは御指摘のとおりでございます。しかしながら教育施設全体を見渡した中でど

の施設も今後修繕もしていかなければならないという中で、新しく建てろということにはまだ及

びませんし、今のものをどう使っていくかというところに知恵を絞っていかなければならないと

考えております。光熱水費のみならず、まずどこからコスト削減できるのか考えてまいりたい。 

 使用料につきましては基本的には私ども教育委員会が所管している教育施設という位置づけが

ございますので、そこは慎重に考えてまいりたいと思いますが、現在策定をしております社会教

育中期計画、この中でこれからでございますけども、教育施設の使用料、これについても議論を

行うところでございますので、今日の委員の御指摘も踏まえた中で策定委員の方々にそこを議論

していただこうというふうに思いますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。なければ次行きます。 

 ３目町民プール費、94ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○伊藤委員長 

 ４目スキー場管理費、94ページから 95ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 次、行きます。５目学校給食センター費、95ページから 96ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ここで説明員交代となりますが、質問漏れ等ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 ○伊藤委員長 

ないようでしたら暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて、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、一括で 96ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 11款予備費、１項予備費、１目予備費、96ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 ここで、説明員交代となりますが、質問漏れ等ございませんか。 

 ないようですので、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて再開いたします。一般会計歳入の審査に入ります。 

 １款町税、10ページ。次行きます。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 ２款地方譲与税、11ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 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、一括で 11ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 
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 ６款地方消費税交付金、７款自動車取得税交付金を一括で 11ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

 

○伊藤委員長 

 ８款環境性能割交付金、９款地方特例交付金を一括で 12ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 10款地方交付税、12ぺージ。よろしいですか 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 11款交通安全対策特別交付金、12ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 12款分担金及び負担金、12ページから 13ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。13款使用料及び手数料、13ページから 15ページ。前中委員。 

 

○前中委員 

 確認だけさせていただきたいと思います。総務使用料という部分で町民活動施設使用料、この

金額がありますけども。この利用実態もしわかれば説明していただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 31年度におけます町民活動施設の利用実態につきましては、手工芸室66名、陶芸室382名、

農畜産加工室 463 名、休憩室 167、研究室 229、室内遊技場 59、合わせて１千 366名の利

用となっております。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 かなり思った以上の利用頻度の中で、利用されているという実態かなと思います。ただ、この



106 

 

中の使用料の関係ですけども、この使用料、私も調べていないんですけども何年経過ぐらいした

ものなのか、あわせて今後の中でこの使用料の取り扱い、先ほども色んな部分での利用料金の関

係も質疑をさせていただきましたけども、この辺のあたり今後の中で消費税の値上げこれも同じ

ように光熱費等々はやはりそのときに比べてかなり上がっているコスト的に上がっている中で利

用料金の算定、あるいは今後の考え方そこら辺もあわせて総務課における財産管理の使用料があ

りますけどもそこら辺の方向性もあわせてご答弁お願いします。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 使用料に関しましては平成 25 年の条例に基づいた金額となっております。昨年より使用料が

全町的にですけど見直しを行なっていまして、所管課の部分でいきますと温泉施設の利用料等を

今年の４月から改定した部分もございます。見直しするリストとしては町民活動施設、他の緑セ

ンター、札弦センター含めてですけどリストとして上がっていますので、その時代時代にあった

料金の検討をしなければならないなというふうに認識しております。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 平成 25 年という話ですけど、その以前からの料金体系を重視しながら減免措置も取り入れた

そういう利用体系になっていますからその時の基本的な利用体系で多分推移しているかと思いま

すので、今の説明で新しく平成 25 年の料金体系という認識ではないと思いますので、今後の中

で重々検討していただければと思います。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 先ほど 25 年と申しましたけど 25 年は改修になったので料金についてはその前からの部分だ

と思いますので訂正させていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 方向性も今の段階では検討しているかわかりませんけども、十分検討していただきたいと思い

ます。 
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○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 検討してまいりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 次、行きます。14款国庫支出金、15ページから 18ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。１5款道支出金、18ページから 21ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 16款財産収入、21ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 17款繰入金、18款繰越金を一括で、22ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 19款諸収入、22ページから 23ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 20款町債、23ページから 24ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。21款寄付金 24ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。実質収支に関する調書、97ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 
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○伊藤委員長 

 財産に関する調書（公有財産、物品、基金）98ページから 103ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 どこかの会計で質問しようと思ったんですけど、一般会計と確認させていただきたいんですけ

ども、物品の考え方です。伝統的にうちの町の決算の物品については昔、車が一番大事な財産だ

ったので車両だけずっと他の会計を含めて中心にやっているんですけども公会計システムを導入

した段階において財産台帳等も含めた部分で償却資産等を計上しながらバランスシートを含めな

がらやってきた経過の中で、最近の他の自治体等においても物品の捉え方というのは車両という

ふうな捉え方ではなくして他の償却資産等も含めた部分で非常に沢山あるわけでそういったもの

をきちんと掌握された中において計上しているという方向性が最近出てきている。 

 特に公会計システムを入れながら、そういった分析を行った時に非常に大事な部分になってき

ているんじゃないかなというふうにそういった具体的な検討がされてきた経過があるのかどうな

のか。あくまでも車両だけを物品と捉えている根拠というものを、財務規則上何らかの根拠に基

づいて車両だけを物品として決算上増減を記載しているのか、その辺の状況をお教えいただきた

い、このように存じます。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 おっしゃられましたとおり近年地方公会計の整備促進ということが言われている中で、固定資

産台帳の部分も求められているところでございます。現在のところ細かな備品については整理で

きていない部分がありますけど、将来的には整備していかなければならないという考えを持って

おります。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 本来であれば公会計システムを入れた段階において台帳等も整理されて、そこで償却年数等含

めながらしっかりとやられるのが普通の取り組みで。それが出来ていなかったことに対してどう

のこうのは言いませんからそれは今後取り組むということで。ただ心配しているのは一般会計よ

りも特別会計に触れて申し訳ないんですが、これは共通するものなので。特に簡水と農集が今年

の予算で公営企業会計システムへ移行していくという前提にたって、特に水道なんかは管路、そ

れから減圧等含めた部分、もっと言うと農集は機械部品というのは逆に建物とか土地以上に今も

新しく更新をしている、そういったものをきちんと含めた公会計から公営企業を今特別会計から

移行するためにお金をかけてやっているわけで、さらに焼酎事業に対してもそういった運営の分

析をやっていく場合についてもそういったものについての考え方というものをもう１回整理する
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時期に入ってきているんじゃないか。従来のやり方、私もやってきた当事者としても反省してい

る訳なんですけど、やはり今言ったような新しい公会計を入れてきた一般会計に入れてきた経過、

それから今コンサルに委託しながら特別会計２つを公営企業会計に切り替えていこうという段階

におけるそういった償却的な物品資産の関係の管理、そして焼酎における様々な備品重機の関係、

もう１回きちんと財産というものを捉えられた中において、財政運営とか経営の分析をしていく

姿勢は必然的に求められていると考えますので、今日明日でできる話でもないので、その辺の観

点を財産管理上、全般的な会計運営上、それから公営企業会計に移行していく２つの会計の関係、

非常に厳しい環境にある焼酎の会計の運営、従来型の視点じゃなくて新しい視点をしっかり持ち

込んで是非財政運営に当たっていただきたい、このように考えますので理事者としての答弁をぜ

ひお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 法に基づいて粛々と進めなければならないと思っておりますし、現行の部分につきましては今

総務課長もお話をさせていただいたとおり、整理をしながらそういったできるだけわかりやすい

表現と言いますか、示していかなければならないかなと思っておりますし、特別会計についても

法の改正が出きておりますので、そういった部分に沿って進めてまいりたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 わかりやすい云々という以上にそれは基本的な財政運営上の１つの新しいルールという形です

から、そして今まで単年度会計の中でなかなか見えなかったものを、きちんと将来に渡って財政

運営をするにあたってどういった投資をしていくのか、限られた財産をどう運用して行くのか良

質の管理をどうしていくのか。今持っている施設のそれぞれの備品や重機や機械類どういう形の

中できちんと更新していくのか、全般的な財政運営にわたる基本的な話なんで、そこはわかりや

すい、わかりにくいという話じゃなくて今副町長が答弁していただいた中で、ある段階をきちん

とタイムスケジュールを作りながらそういった取り組みを是非前へ進めていただきたい、このよ

うに要請したいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 答弁いらないですか。わかりました。他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 基金の運用状況、104ページから 105ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 



110 

 

 

○伊藤委員長 

 質問漏れ等もございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

ないようですので、以上で、一般会計の歳出歳入審査を終わります。 

ここで説明員交代となります。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

 

○伊藤委員長 

 休憩を解いて再開いたします。特別会計の審査に入ります。 

 介護保険事業特別会計、歳出 115ページから 119ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。歳入 112ページから 114ページよろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で、120ページから 121ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 国民健康保険事業特別会計、歳出 130ページから 134ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 歳入 128ページから 129ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で、135ページから 136ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。後期高齢者医療特別会計、歳出 141ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 
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 次、行きます。歳入 140ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 実質収支に関する調書、142ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。簡易水道事業特別会計、歳出 147ページから 149ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。歳入 146ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で、150ページから 151ペ

ージ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。農業集落排水事業特別会計、歳出 158ページから 159ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 歳入 156ページから 157ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で、160ページから 161ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 焼酎事業特別会計、歳出 167ページから 170ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 次、行きます。歳入 166ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○伊藤委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で、171ページから 172ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 特別会計全般にわたりまして質問漏れ等ございませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １点だけお聞きしたいのですが私の考えでは、国民健康保険税の未納分というのは１番税金の

中で未納が多いのかなというふうに思うんですが、ここに数字が出ておりますけども何名ぐらい

の方が、大体未納になる方は１年とか２年とかじゃなくて何年間も滞納している方が多いのかな

というふうに思うんですが、何名ぐらいの方がいいのかなというふうに思いまして、いかがでし

ょうか。 

 

○伊藤委員長 

 総務課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま池下委員の方から質問がございました国民保険税の収入未済の分の実人数ということ

で質問がございました。現年度課税分では実人員が 20名、金額が 153万３千 423円、こちら

が未納です。それと滞納繰り越し分につきましては実人員が 15名、248万１千 737円となっ

てございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 現年 20名、153万、繰り越しが 248万ということですが、この繰り越しというのは何年間

にもわたっての繰り越しかなというふうに理解するんですけども、多分こういった方は国民健康

保険税だけはなくて例えば住民税とかもそういった部分が重複している人が多いのかなというふ

うに何となく推測するのですが、当町の回収率は 97 から 98％ぐらいということで毎年推移し

ていますので余り心配はしておりませんけども、極力集めていただけるように努力していただき

たいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 今、池下委員の方からありました収納率の向上の関係でございますが、役場内にも他の税金、

手数料、使用料未納分がたくさんございます。それらの担当者を集めまして収納対策チームとい
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うのをつくって活動しております。委員からお話ありましたように、そういった方というのはど

うしても水道料も滞っていたり公営住宅のお金も滞っていたりというようなこともありますので、

その辺情報を共有しながら徴収作業に当たっております。これからも継続してやっていきたいと

思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

ないようですので、以上で、特別会計の歳出歳入審査を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 お諮りいたします。 

 本日はこれ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」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 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。 

 なお、明日 17日を休会とし、18日の午後１時半より総括審査を行います。 

 本日はご苦労さまでした。 

 

（散会  午後 ４時 35分） 
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令和元年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第３日目） 

 

令和２年 ９月 18日（金） 

 開 会  午後 １時 30分 

 閉 会  午後 ２時 50分 

 

 

●出席委員（７名） 

  委 員 長  伊 藤 忠 之     副委員長  池 下   昇 

  委  員  前 中 康 男     委  員  村 島 健 二 

  委  員  堀 川 哲 男     委  員  古 谷 一 夫 

  委  員  岡 本 英 明 

 

 

●欠席委員 

  なし 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長       引 政明    副町長        本松 昭仁 

  総務課長       藤代 弘輝    企画政策課長     伊藤 浩幸 

  企画政策課参与    阿部 真也    町民課長             熊谷 雄二 

  保健福祉課長     野呂田成人    産業建設課長     河合 雄司 

  焼酎醸造所長     永野  宏    出納室長       宮津 貴司 

  教育長        岸本 幸雄    生涯学習課長     原田 賢一 

  生涯学習課参与    三浦  厚 

 

 

●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 

 

 

○伊藤委員長 

 ただいまより、決算審査特別委員会を開催いたします。各会計全般にわたって総括審査を行い

ます。池下委員。 

 

○池下副委員長 
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 それでは総括を行います。 引町長にとりまして令和元年度は３期目のスタートの年でありま

す。過去８年間の経験を生かし、様々な事業に取り組みました。前町長時代からの継承事業に加

え、自身でも新規事業を 100以上行うなど精力的に事業展開してきたと認識をしております。今

回の決算審査は一般会計、特別会計に対し各議員より 50 以上の質問がありました。特に総合戦

略事業費に対する質問が数多くあったような気がいたしております。一般会計決算に対しこれほ

どの質問があるということは、まだまだ町としての課題が多くあるということを踏まえまして、

私は今回４項目について 引町長に総括質問をさせていただきます。 

 まず１点目でありますが、日本で最も美しい村連合についてお伺いをしたいと思います。平成

28 年にこの団体に加盟をいたしまして丸４年が経ったわけでありますけども、地域協力隊など

も観光協会などに入れて力を入れて色々とやってきましたが、そこら辺どういうふうに成果が現

れたのか、まずお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの池下議員からの総括質問についてお答えを申し上げたいというふうに思います。ご

案内のように日本で最も美しい村連合は、小さくても素晴らしい地域資源を持った町村が自らの

地域に誇りを持ちながら住民によるまちづくりを展開すると、そうしたことによって地域や町の

活性化を図ることを目的に設立されたＮＰＯ法人でございます。 

清里町がこの法人に加盟して４年を経過するわけでありますが、この運動は、単に綺麗な街並

みを紹介するだけの活動ではありません。それぞれの町の地域資源を活用しながらそこに住む人

たちが誇りを持ってブランド力のある地域づくりを行うと、こうしたことが目的に活動が行われ

ているわけであります。 

清里町といたしましてはこの組織に加盟をさせていただいてその後４年間にわたって全国のそ

れぞれの加盟の地域や市町村、サポーター企業、または連携会議という中で色んな事業に参加を

させていただきました。そして、特に北海道内には９つの連携町村がございます。北海道内の連

携町村を中心としながら研修会やサッポロビヤガーデンのふるさとＰＲステージ、さらには東京

での北海道物産、加盟地域やサポーター企業との情報交換など清里の認知度向上に関わる取り組

みを進めてきたところでもございます。特に先ほど申し上げました北海道連携会議においては一

昨年から美しい村のスタンプラリーを加盟 9町村で行っておりまして、昨年は清里町が当番町と

しての事業の展開を行いました。おかげさまで 700名を超える方からの参加応募がありまして、

そのうち 500 名を超える以上の方が清里町に訪れていただいたという実績も少しずつ出てきて

いるのかなとそのような思いでいるところでもございます。以上、答弁とさせていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 先日、10 月４日にビューティフルデイということで清掃活動を行うということでチラシが入
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りましたけども、この 10月 4日が設立記念日ということでそういう日程で行うということです

が、いかんせん町民の方々がこの清里町が日本でも最も美しい村連合に加盟していることがまだ

まだ認識が薄い。私も色んな方に会って色々と話を聞きますと、いつから入ったのという方も数

多くおります。行政に関係している方々は皆さん知っているかもしれないですけども、一町民の

方ってそういうものなんです。意外とそういうところは認識が薄いんです。それで、今後もいろ

んな活動はしていくのかなというふうに思いますけども、実際問題としてこの日本で最も美しい

村連合に加盟してからの清里町の交流人口の推移、具体的に数字としてこの４年間、入る前とど

ういうふうな数字に変わったのか、具体的な数字があるのであれば聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 美しい村連合の住民への浸透の関係でありますが、基本的にこの連合に入った時点からは毎月

の広報で日本で最も美しい村のコーナーを設けてずっと掲載をしておりまして、その中では町の

取り組み、また美しい村連合自体での取り組みやそれぞれの事業の概要についても報告をさせて

いただいているところでありますので、ある一定程度は広報を見られた中でこういうことをやっ

てるんだなとそういうイメージは思っていただいているのではないかなと思っております。 

ただ、一方的な情報の提供でありますから、やはり町民の皆さんとともに活動することによっ

てより一層そこの浸透が図られていくというふうに理解をしておりまして、そうしたことから今

回、この日本で最も美しい村のビューティフルデイ設立にあわせて住民の皆さん一緒になって自

宅の周りの清掃やその周辺を清掃してもらうと。そして美しい村として認知をしてもらうと、そ

んな思いで今回事業を展開させていただいたわけであります。こうした機会を通じながら先ほど

の情報の共有とあわせて様々な普及浸透の方法を模索していきたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

また、交流人口の関係であります。単純に美しい村連合に加盟したからその部分としての交流

人口がどうこうというのはなかなか難しいかなというふうに思っていますが、先程申し上げまし

たスタンプラリーの関係では明らかに 700名を超える方が参加をし、清里町には 500名を超え

る方が訪れてくれているということは出ておりますけれども、全体の交流人口、関係人口という

ことになりますと、なかなか掴み切れないというのが実情ではないかなというふうに思っており

ます。ただ、清里町もこうしたすばらしい景観、以前からこうして保全をされ管理されてきてお

りますし、またそれぞれの観光施設についても整備を進めてきました。そんなことも含めてこの

平成 28 年の清里町に訪れた方の数というのは 38 万人だそうです。平成 28 年。29 年につい

ては 45 万人を超えております。単純にそれをこの美しい村連合に入ったから増えたんだという

ことではないというふうに理解しておりますけれども、一定の入り込みが増えてきたというよう

なことでもありますし、その以降も 42 万人以上来ております。ただ、今年度になると観光が全

くふるっておりませんので、かなり厳しい数字になるのかなというふうに思っておりますけども、

全体としては関係人口や交流人口、少しずつ増えてきているのではないだろうかなというふうに

捉えているところであります。以上であります。 
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○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 入った年に 38 万で次の年に 45 万、町長が言うようにこれに入ったからといってどうのこう

のという話でないというふうには思うところでもありますけれども、今年の場合はコロナによっ

てこういう状況ですけれども、せっかく日本でそんなに加盟しているところがあるわけではなく、

60、70カ所位ですか。北海道も今回のスタンプラリーは９カ所ということですけども、やはり

こういったところに加盟して年間事業費としては 140～150 万円はかかっているんです。連合

会の負担金も 55～6 万はかかっているんです。だからどうという話ではないんですけども、せ

っかくこういう団体に加盟したのであれば、やはりもっとＰＲをして清里の町って町長も昔から

言っていますけれども、観光型というよりも滞在型の地域であるとよく言っておられますけども、

こういう団体に加盟したというものをもっと利用した方がいいんじゃないかなというふうに私は

思うんです。黙っていても、例えば神の子池とかさくらの滝には確かに観光客の方が来ています

が、決してこの村連合に加盟しているから動いているわけではないと思うんです、皆さん。道内

どこでもそうだと思うんです。美瑛にしても富良野にしてもそうだと思うんですけども。 

でも有名な観光地であれば別ですけども我々のこういった道東地方のまして横に世界知床遺産

がありますので、私たちの町もこうしてせっかく連合に加盟したわけですから、もっと上手く利

用してできれば交流人口も目に見えて増えるような方策を練っていただきたいというふうに思い

ますが、それに対していかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 おかげさまで清里町は、清里町自体は有名な場所を持っているわけでもありませんが、ただ斜

里岳を中心とする広大な田園景観、これは日本の中でも特に優れた 20 選に選ばれるほどの景観

風景を持っている地帯でもありますし、幸いに阿寒、摩周、知床国立公園そして網走国定公園さ

らには様々な道立公園がこの辺り１時間以内に行ける距離にあるという、そのちょうど中間点が

清里町だというふうに思っております。 

そういう意味においては先ほど申し上げました日本で最も美しい村連合への加入が１つのきっ

かけになってさらにそういう交流、また移住に繋がっていくような事業の展開をしていければい

いなというふうに思っておりますし、またそれに向けて今までも様々な事業の展開をしてきてお

りますから、トータル的には徐々にやはりそういう面での地域振興と言いますか、活性化と言い

ますか、徐々にはひらかれてきているのではないかというふうに思っております。様々な事業展

開するに当たって今ここでやったやつが明日こういう成果が出てくるという安易に端的なもので

はない、長い年数年月をかけて徐々にそういう土壌が生まれ、また機運が生まれていくというふ

うに思っておりますのでこの日本で最も難しい村連合への加盟も１つのきっかけとしてさらに充

実させていければなとそんな思いでおりますので、ご理解をいただければというふうに思います。 
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○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ぜひこれに加盟したことが後々すぐに成果がという話でありますけども、目に見えない時間が

たった時に良かったねというふうな事業になっていけるように私も応援をしております。 

続きまして２点目、町にあります公営住宅、色々と特公賃含め色々と住宅ありますが、清里町

の公住全体で 218個あります。９月現在の空き室が 19室。私が質問したいのは今年の夏、皆さ

ん御存じのとおり、とんでもない夏でした、暑くて。９月に入ってからも毎日 30 度を超えるよ

うな暑さで大変だったかなと思っています。特に個人の住宅にお住まいの方はエアコンをつけて

いる方がおられます。夜寝る時は、夜は割と涼しくなりましたのでエアコンを使わなくても窓を

開ければ十分寝れたかなというふうには思いますが、やはり公営住宅というのは集合住宅であり

まして、結構暑さがこもると割と抜けないという特質がありますので、私は公営住宅に対して町

民の方がエアコンをつけたいという相談があったときにぜひつけられるような整備を町が行って

はどうかというふうに思うんですが、町長その辺をどういうふうに考えていますか。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 公営住宅におけるエアコン等の設置の関係であります。基本的には今の公営住宅、特公賃も含

めてですが町の方でエアコンを事前に整備するということは行っておりません。ですから希望さ

れる方がいればその段階でお申し出をいただいて最終的には設置されても撤去後はそこのところ

をきちんと修復してもらうことを前提に相談をさせていただくということで取り進めをしてきて

いるところでありますので、今後においてもそういうような中で希望者の方からの申し出をいた

だく中で対応をできればなとそんな思いでいるところであります。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 実はこの案件、この夏、所管の課長のところへ行って実は相談をしています。暑いですからお

年寄りの方、小さなお子さんのいる家庭でつけたいと言う方がいたら相談に乗ってあげて欲しい

と。付けた後に撤去する場合は、自費で現状修復をしていくというのが条件でということで色々

と話はさせていただいているんですが、これはあくまでも相談に来た方なんです。 

今回、町長にこの質問をしたというのは、広報の町営住宅の募集欄、今回 19 室ありますけど

もそのページにエアコンをつけたい方は町として相談に乗りますよということを謳って欲しいん

だということで今回質問したわけですがエアコンの嫌いな方もいますので全部が全部ということ

にはならないと思います。大体つけるとなれば大体７万から 10 万位はかかるもので、それから

撤去費用を考えると、やはり５万とか７万とかかかってくるのかなと。自己負担も当然あります
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けれども、これからはこういった公営住宅の個人の要望にしっかりと、町として応えていくよう

なそういった事業もこのエアコンだけでなくて、様々な事業に対して町が率先して動いていくよ

うなそういったまちづくりの方が良いんじゃないかというふうに私は思っております。 

公営住宅の住宅環境の素晴らしさというのは清里町をもっともっとアピールして他町から３町

含め、斜里、小清水、網走あたりからも公住に移って清里町の子育て支援とか教育支援とか高齢

者に対する支援、よその町に負けないものがありますのでそういったものを武器に、ぜひ清里町

に移り住んでいただけるような施策をしていただきたい。 

それから町長先日も話しましたけども、今後ひまわり団地に３戸建設が予定されております。

是非この３戸ひまわり団地を新しく整備する時にはじめからエアコンの整備のできるような形に

しておいた方がいいのかなというふうに思いますがいかがでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 公営住宅等におけるエアコンの設置の関係でありますが、従前は希望者のお話をお伺いして相

談の上でどこにどういうふうに設置するかということによってエアコンの場合は、通気口がいり

ますから壁に穴を開けなければならないと。それが下手に変なところに開けてしまうと建物自体

に影響を及ぼしたり、または違う配線に影響を及ぼすということもありますから、やはり穴のあ

けられる場所と開けられない場所とありますから、勝手につけていいと言ったものだから穴を開

けましたということでは万が一のことがあったら困りますから、やはりそこは相談の上で大丈夫

ですというそういう中で場所を選定して、実施にうつすとこういうようなやり方をしております

のでそんな体系の中で今後ともやっていきたいなと。ただ今ではそういう希望の方、言ってきた

方だけに対応してきたというのが事実ですのでこれらについては先ほどもありましたように募集

の申し込みの申請の段階や、また入居説明会も行いますので、そういう段階、さらにはそれが終

わっても既に入居されている方については、使用料などの納付書と言いますか、その送付なども

ありますからそういう時点でもしそういう希望があればという文章を入れるなりして喚起をして

いきたいないうふうに考えております。 

また、当初の段階からそれらの部分を用意したらどうかという話でありますが、これは先ほど

言いましたように躯体に影響を及ぼす穴を開けたり色々なことがありますので、たまたま入居者

が自分の家具をどこにどう置くかによってその位置が変わってまいりますので、こちらの方から

先に開けておいて家具、タンスをおこうと思ったら穴があったと、こういうことにもなりかねな

いというようなことから言えば入居が決まった段階で、もしそういう希望をいただけるのであれ

ば、その段階で家具の配置を見取りした中、ここに決めたいとそういう中で相談をさせていただ

ければなというふうに考えているところでございます。以上であります。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長  
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 是非、町民の生活環境に対して町としても様々な方向から応援をしていってあげて欲しいとい

うふうに思います。最近、公営住宅の長寿命化計画ということで公営住宅が推移して展開してい

くわけですが、近年、羽衣南の公営住宅、古い公営住宅。それから新町の公営住宅、最近壊して

整地になっている部分がありますけども、この壊しているところが今ほとんど整地になって空き

地状態になっているんですが、今の公営住宅の全体像 218 戸ありながら 20 戸位空いていると

いう状況を踏まえて、ひまわり団地には３戸の予定はありますけれども、この古い住宅地、公営

住宅の壊した跡地に対する今後の町としての考え方というのはどういうふうに考えておられるの

かお聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの公営住宅の古い住宅を取り壊した後の跡地の処理の関係でありますが、すでに今ま

でも用途廃止をしながら取り壊したところがかなりの数にのぼってございまして、基本的に建替

え用地として将来的にも残していく場所と不用地としてもう必要でない場所ということの振り分

けは長寿命化計画の中でも行っているところでありますので、原則、方針に従って進めていきた

いというふうに考えております。 

ただ、これも時代時代によって色んな用地の見方、取り方が変わってまいりますからそこは慎

重に進めていきたいなと思っていますが、基本的には今申し上げたような形の中で計画に沿って

建替え用地、または不用地としての処理をしていきたい。仮に不用地であれば分譲住宅地として

の整備をするだとか若者の定住用の用地にするだとか色んな対応の仕方が出てくるのではないか

なというふうに思っているわけでありまして、今後の整備計画の中でも、第６次の総合計画の中

でもそういう部分については整理をしながら前向きに進めていければなという思いでいるところ

でもあります。 

また、新町の土地についてはもう既に 10 数年前に定住団地として整備をして販売をしたとい

う経過もございますので、それほど大きな団地というのはこれからなかなかとれない、小規模な

団地になっていくかなと思いますが、そういう部分も含めて対処できればなというふうに考えて

いる次第であります。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ぜひ、町の中もそれほど住宅を建てるスペースがそんなにあるわけではない。逆に空き家の方

が目立つかなというのが実態でありまして、この空き家に関しても樹木が生い茂っていて、手の

つけられない状況になっているところもあります。公営住宅とは関係ありませんけども、本人と

連絡を付けてもなかなか前へ進んでいないというのが実態でありまして、隣近所に住んでいる方

が大変非常に迷惑をしていると。本当に樹木が茂って家自体が見えなくなるんじゃないかという

ぐらい酷いところも実際ありますので、これも町の方から持ち主の方に連絡をつけていただいて
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これは法律もありますので強制執行はできませんけれども、行政的な指導ということで連絡をつ

けていただいて綺麗にしていただけるような環境美化に対する配慮もしていただきたい、それを

お願いしておきたいと思います。 

続いて３点目でありますが、焼酎事業についてお伺いしたいと思います。一昨日、町長も答え

ておりましたけども、町長自身の焼酎事業に対する今後の構想というものをまずお伺いしたいと

思いますがよろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 清里の焼酎醸造事業もうかなりの歴史を踏まえてきているわけであります。当時は農作物、馬

鈴薯を使って何とか清里の付加価値のある製品、これを特産品として町をあげて開発をしたいと

そういう思いからこの事業がスタートしてきたわけであります。 

途中、幾多の苦難がありました。しかし、今日まで連年として継続をしてきたわけであります

し、今の時点になればやはり清里の特産品として、誇りとしてしっかりとした製品となって今日

を迎えていると理解をしている次第でもあります。 

そうした中で今後においても長い歴史をかけて積み上げてきた実績でありますから、単に収支

が合わない部分もありますけれども、それだけで切り捨てるということではないと。やはり町民

の皆さんが育ててきた、そして誇りに思っているそういう特産品として今後においても継続をし

ていきたいというふうに私自身は考えている次第でもありますし、またそうすべきだというふう

にも理解をしている次第であります。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今の町長の話を聞きますと長い歴史 45 年以上経ちますから、色んな歴史が先人の方の積み重

ねでこういった長い歴史の中でやってこられたのかなと。この焼酎事業というものは行政が日本

で唯一やっている事業、民間でありますけれども行政が手がけている事業としては日本で我が清

里町だけだということは私たちも前から知っておりますけども、収支が合わなくてもという町長

の今の言葉なんですが、合わないという金額が余りにも大きくなるとそうはいかないんじゃない

ですかというのもあるんです。町長、一昨日の一般質問の中で東京オリンピック・パラリンピッ

クが契機となって売れるであろう、ただコロナによって大幅に予定が狂ったと。それで今回６千

万もの補助ということになりますけども、東京オリンピック・パラリンピックを予想して売れる

であろうと思った中で、販売網が全然変わっていなかったら売れないんですよ。確かに札幌でマ

ラソンの予定はありましたけれども、販売網が今までと同じ状態でありながらただオリンピック

があるからといってそんなに売れるとは私は思ってないですよ。そんなに甘いものじゃないです、

商売って。例えばオリンピックがあるからこの年に東京へ１年２年進出してアンテナショップで

何とか清里の農産物も含め売りに出そうとか焼酎をメインにして色々とやろうとかという動きが
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あるのであれば別ですけども、全く通常と同じ販売網でありながら、利益が出る商売はあり得な

いと思うんです。それでいながら余りにも落ち込みがひどくて今回町民１人に対して３千円の購

入券の配布、930何万でしたか予定金額が。売れないから町が 900万出して町民の皆さんに配

りますよと。結局町がお金を出して焼酎を買っているのと同じなんです。焼酎の売り上げ金額が

伸びたというふうに思わないんですよ。そして、このコロナがいつ収束するかわからない、確か

に北海道は毎日６人とか 10 人とか東京、大阪、神奈川とは全く違う数字ではありますけどもこ

れがいつ収束するかわからない、今でも様々な会議が中止になっております。この状況がずっと

続いたらうちのこの焼酎事業どうなります。毎年の繰り入れが６千万、７千万になった時、町長

は収支が合わないからと言ってこのまま続けてやっていくというふうに考えた場合、どうかなと

私は思うんですが今一度、町長の考えをお聞きしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 焼酎の事業の継続の関係でありますが、基本的には何ぼ赤字になれば良いんだとそういうこと

ではないというふうに思っております。垂れ流しになってもそのままでいいからずっとやるとい

うことではなくて基本的にはやはり収支均衡を目指していくというのは当然のことでありますけ

れども、それが例えば１回、２回、また赤字になっていくそういうこともありますので、そこら

辺は慎重に先ほど申し上げましたようにそれをもっていきなり中止だ云々だということではなく

て、やはり改善運営方策を考えながらまた販路の拡大を合わせながらどういう対応をしながら進

めていくかというところに私は帰結していくんではないかなというふうに思っている次第でもご

ざいます。 

今回は特に令和２年度の予算の編成に当たっては、やはり当時はインバウンドが相当来る状況

もありましたし、そうした中に東京オリンピック・パラリンピックが開催されるという大きな特

需が予定されたというような中で少し強めに予算を見たという事実かなというふうに思っていま

すが、それにあわせて東京方面や大阪方面に対する販路の拡大も事業の中で予算の中で執行して

いく、そして少しでも販売量を伸ばしていきたいというようなことで予算を計上させていただき

ました。ただ、現状とした時にはこの新型コロナウイルス、予想以上の猛威であります。ほとん

どの飲食店が営業を止める、そんなところまで行ったわけでありますから、当然うちの焼酎のみ

ならず他の全てのお酒類についてもかなり厳しい状況になっているのではないかなと思っており

ます。しからばいつになったらすぐ元に戻るんだというようなことは想定はできませんけれども、

そうは言いながらも次の手を考えていかなければならないものだなと思っている次第でもござい

ます。今回、特に町においても町民の皆さんに改めて消費拡大と清里の焼酎に愛着を持ってもら

うためにも町の予算ではありますけれども一人 3,000 円のプレミアム焼酎券の交付をさせてい

ただき、そして改めて認知をしてもらいたいというような思いを込めて事業を展開していきたい

というふうに思っているところでもあります。これをしたからどれだけの売り上げに繋がってい

くんだと、なかなか見通せないところがあるのも事実ではありますが、改めて町の特産品として

のイメージを町民の皆さんにも再確認してもらうためにも事業を展開させていただきたいという

ふうに考えている次第でもございます。 
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全体としてはこれだけ収支が下がってきておりますので大幅な予算の見直しを含めて、だから

と言って来年以降の販売販路に影響を余り大きな影響が出てきても大変なことになりますので、

そこは最低限のところをしっかりと守りながら次へのステップにしていきたいというふうに考え

ている次第でもございます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 こういった状況の中で今年はどんどん時間が経って過ぎていくのかなというふうに思いますが、

この状況の中において今後、焼酎事業に対して整備資金約３億とも言われておりますが、これを

どういうふうな考えでやっていくのか、お金をかけてやる分に関して町民の方が納得できるのか

なというような思いはあるんですが、町長としての将来展望というのはどう考えておられますか。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 焼酎事業所の建物及び機械器具類の関係については、昭和 60 年代初めに現在の工場が建設さ

れ設備が整ったところであります。それからですからもう既に 30 年を優に超えております。通

常の建物であってもまた設備であっても長寿命化の改修の時期に入ってきているという認識のも

とで今回の焼酎醸造事業の経営計画の中でも設備計画として計上させていただいたというのが実

情であります。 

この計画の時点ではコロナ禍だとかそういう部分は全くない通常時における計画であったわけ

でありまして、本来であればその計画に沿って粛々と進めていくということになったのではない

かなというふうに思いますが、現状としては大変な状況になっております。基本的に飲み物を生

産しているわけですからやはり衛生面、安全面は最大に気をつけなければならないというふうに

思ってそれらの部分をしっかりと確保した上においてどういうやり方をしていくかということに

なってまいります。先だっても工場の方も今回予算の補正をさせていただいていますから、それ

に向けての対応にあたってそういう整備計画などについても基本的な考え方を示したわけであり

まして、基本的には今申し上げた中で安全を確保した上で最低のギリギリの線でやっていかなき

ゃならないだろうというふうに確認をさせていただきまして、つまりは使えるものは徹底的に使

っていく。少しでも寿命を延ばす方向を模索していきますということで基本的に進めていきたい。

ただし、どうしても機械、設備、建物ですから大きな破損だとかそういう場合も緊急的に出てく

る場合があるかなというふうに思っていますが、そういう時点ではまた改めて相談をしていくと。

それと全体として大規模な改修が出る場合には補助事業だとか財源措置のある起債だとか、そう

いうものを十分に活用させていただきながら効率的な導入をしていきたい、そういうふうに考え

ているところであります。当面はできる限り修繕対応ができるものについては修繕の方で進めて

いく、そういうような考え方でいる次第でもあります。なかなか 30 年を優に超えた施設建物で

ありますから厳しい内容になってきているのは事実でありますけども、今申し上げました内容に
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沿って進めさせていただきたいというふうに考えている次第でもございます。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 清里町民が納得していただけるような形で行っていただきたいというふうに私も思います。そ

れでは最後の質問でありますけども緑町、札弦町の今後の活性化ということについてお伺いをし

たいと思います。まずは光岳小学校が閉校からもう１年半が経ちました。町長、学校跡地につき

ましては地域の方々と色々と相談をしながらやっていきたいという答えを何度となく聞いており

ますが、なかなか緑町の小学校が閉校した時もそうですが、なかなか地域の人たちからの声とい

うのはあがってきていなかったというのが現状であります。緑の小学校の時もそうですが、１年

半たって光岳小学校もどういった話し合いがされるのかまだはっきりわかりませんけれども、そ

んなに長い時間待っているわけにもいかないと思うんです。まずは地域の住民の方から要望がな

かった場合、町長はどのように考えておられるのかお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 札弦地区の活性化、また振興対策の関係でありますが、光岳小学校が閉校になりました。学校

としては比較的新しい校舎でありますので単純に老朽化しているから取り壊そうかと、そういう

ようなところにはいかないのかなと思っておりまして、何とか活用の方策があれば良いなという

思いをいたしております。特に学校がなくなったことによって、地域の中核施設でありましたか

ら地域の方々がどういうふうに受け止めをしながらあそこを地域の振興、活用に結びつけていけ

るかというようなことで４自治会の方々、役員の方を中心にいままでも何回か話し合いをさせて

いただいております。ただ、こうしたコロナの状況がありますので今は止まっている状況にあり

ますが、これが落ち着いた段階ではまた再開をしていきたいというふうに思っています。 

それと、経過の中で今までも何回かやった中で、地域の方から地域としても考えるけれども町

としての考えも出して欲しいなというふうに率直に言われております。ですから町の方としても

一定の考え方をこれから詰めながら出していければなというふうに思っているところでもありま

す。ただ、単純にあそこを公園化してそのまま置いとくみたいな形であれば、さほどの問題には

ならないかもしれませんけども、実際に活用することになれば学校は学校の建物でありますから、

他の用途に使うということになれば相当な増改築が必要になってくるというふうにも考えており

ますので、当然、財政的なこともありますから議会の皆さんとも十分に協議をした中でそれらの

内容を詰めていきたいというふうにも考えているところでもございます。いずれにしても、いつ

までも時間をかけている余裕はないというふうに考えておりますので、なるべく早い段階でそこ

ら辺の構想を示せるように事務当局としてもこれから鋭意検討を加えていきたいというふうに考

える次第であります。 
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○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 学校については、今コロナの状況でなかなか会議が進まないということもあるんですが、ぜひ

早い段階で町としての方向性というものを見せていただきたいと思います。ただ、あの地域は向

かいに道の駅がありますので、それとの融合性というものを考えながら進めていった方がいいの

かなと私は思います。 

 それと札弦の場合、現在、高齢化率が第１に関しては 45％ぐらい、第２地域に関しては 69.3％

の高齢化率、非常に高い高齢化率です。札弦の活性化というよりも通常の生活維持をどのように

していくかという方が、まずは先決かなというふうに思うんですが、札弦全体を含めましても商

店の数もほとんどない状況というふうなことを踏まえて町長自身、この高齢化率を見た中で今後

どういったこの地域に対する展望を考えておられるのか。その辺はいかがでしょう。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 まず前段の札弦地域の活性化の地域振興対策の関係であります。御案内のように札弦地区には

温泉施設、それから物産の直売所、そしてレストランを有する道の駅パパスランドは近くにあり

ますし、また地域の方々の交流体験実習が出来る町民活動施設もその敷地内にあり、そして旧光

岳小学校がすぐ隣接して設置されているという一体的な連動性がある地区でもありますので、先

ほどの活性化に当たってはそうした背景もしっかりと頭に置きながら、しからばその中でどうい

う振興策が打ち出すことができるのか考えていきたいというふうに思っております。 

 また札弦地区は、今委員からもありましたように高齢化が１番進んでいるといっても過言では

ない地区になっております。そうした中で地域の活性化策、大変重要な課題でもありますけれど

も、それとあわせてやはり高齢者の皆さん方がいつまでもその地域で安全安心に暮らしていくこ

とができる、この対策が最も今急がれるのではないだろうかなとそんな思いもしているわけであ

りまして、生活の足、要は地域交通をどう考えていくか、また地域としての自治会活動もかなり

低下をしてきておりますのでコミュニケーション能力を、また機能をどう確保するか、さらには

医療や福祉や介護やそういう地域包括的な高齢者対策をどう考えていくか、いわゆる生活機能の

向上を第一的にその部分においては考えていかなきゃならないだろうと思っておりまして、その

上に立った地域振興策、それだけでは地域がなかなか盛り上がってまいりませんので、若い人方

をどういうふうに札弦地域のまた特に道の駅を中心とするあの区域に目を向けてもらえるか、そ

してその地域の中で子供さんを育ててもらえる環境をいかに作っていくかということが重要にな

ってまいりますので、まずは高齢化率の現状もしっかりと認識した上でそういう対応策について

も検討を加えていきたいというふうに考えている次第であります。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 
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○池下副委員長 

 町長がそういうふうに活性化策よりも現状維持ということが大事であると。一昨日の一般質問

の中でもそういった発言がなされております。ただ、私が思うには昨年、地域協力隊を緑の方に

入れまして、地域の方々と活性化について色々と議論を含め、緑の町の活性化について色々とど

のようにするのかということをやってきたわけですが、この事業が頓挫をしてしまい今は全く動

きがない状態が続いております。 

 町長は新しい活性化よりも現状を維持していくことが大事だと言っておられますが、この考え

というのは緑の活性化事業が失敗したからそういう考えになったんでしょうか、それとも初めか

らそういった考えをお持ちだったんでしょうか、その辺いかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 先ほどの札弦地域における活性化策の考え方でありますけれども、基本的にはやはり地域にお

住まいになられている皆様、いつまでもそこで暮らしてもらえる、それが大前提にたっての振興

策ではないかとそういう意味で申し上げているのでありまして、どっちが優先するとかというこ

とよりも今申し上げた中においての対応として捉えていただきたいと思っております。 

 それと、緑の活性化対策プロジェクト会議、色んな事情の中で今それが解散されておりますが、

札弦地区の生活維持機能云々というその答えがそれによって導かれたとかいうことでは全くあり

ません。あくまでも一般論としての話を申し上げたということでありますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 緑に関しては実際に本当に地域の方々と何回も議論してきたと思うんです。小学校の跡地を含

めどのような活性化が望ましいかということで地域協力隊も含め、地域の方々と行ってきたとい

うのを私も知っておりますけども、これが上手くいかなかったと。 

 ただ、緑地域というのは温泉の方に温泉分譲地、あの部分に対して町から新規事業者に対する

補助金が４店舗出ているんです。あのエリアだけで。極めて異例だと思うんです。小さなエリア

の中に４店舗、町から支援を受けて出店しているというのは。こういったエリアを上手く利用し

ながら活性化策というのはなかなか難しいのかなというふうに私も思います。昨年も緑の湯でウ

ィラー社のアイロード、今年はやっておりませんけども全体で１年間で 20 件位の利用客がいた

という話も聞いておりまして実際問題、緑に対する人の集まりというのが以前よりは増えてきた

のかなというふうに思う。 

 ただ町長が言うように、私も活性化策でどうのこうのというよりも、今現在の地域住民がどう

やって生きていくか、過ごしやすくそこに住んでいけるかというのは重要な問題だと思っており
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ます。そして緑の町は商店もありますが、高齢化によりまして今後どういうふうになっていくか

もわかりません。高齢化率も緑に関しては 53.7％です。非常に高いです。今回、町としてタクシ

ー補助券出しましたが、緑の人たちが使っている頻度ってどうでしょう。私、低いと思うんです。

確かに地域交通という観点の中で議会からの私たちも含め地域交通タクシーの運用というものを

強く推して町側もそれに賛同していただいてタクシーの補助事業というのはスタートしたと思う

んですが、たしか緑地域は一人４万３千円位の券が 500 円券で 86 枚、たしかそれ位いってい

ると思うんですが、実態としてはどうなのかなというふうに思います。 

 地域の足というものが本当にいかに大事か。商店街がもし無くなった時にどうするのか。そう

いったことも行政として今後考えていかなければならない。今の商店もいつまで現状のままで続

けていけるかわからない。地域のことを考えると行政側が逆に応援をしながら地域のお店屋さん

がなくならないような応援の仕方もあるかなと思いますが、町長そういうことに関してはどう考

えておられますか。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 緑地区の関係でありますが、今委員の方からもありましたように、やはり今住んでいる人方が

いつまでもそこで安心して暮らしていける、これが大変重要な要素ではないかなというふうに思

っているところであります。緑の場合は、札弦、清里ともちょっと違う雰囲気の本当に自然にマ

ッチした地域でもありますし、また分譲地もございまして温泉付き分譲ということで移住定住を

される方もかなりの人数の方が緑には来ておりますから、新しいそういう人方も割には多く人口

の割には多く入っている地域でもないかなと。その中で来られた方々が今、４名の方が新しく起

業化をされておりまして、起業化に向けても町の方は支援をさせてもらった経過の中にもあるわ

けであります。 

 また、そういう一方、緑の地区にはお店がもう既に１件しか日用品の買えるお店がなくなって

おります。ですからそのお店が仮にたたむとなれば無店舗の地区になってまいりますので日常的

な生活のベースとなるお店がなくなるということは大変な事態に陥るかなというふうに思ってお

ります。私としては、やはりその地域で本当に必要な業種については１店舗、最低でも１業種１

店舗という思いをもっておりますから、やはりその状況の中では町としてもできる限りの、これ

は生活維持機能としての施設になってまいりますので、一般の民間の商店でありながら利益追求

型というよりも地域を守るための施設として考えていかなければならないだろう、そんな思いで

いるところであります。既に１店舗となっております既存のお店がいつまでも存続していただけ

るような取り組みも、当時、緑の活性化プロジェクトを立ち上げた段階でも、そこが大きな話に

なっておりまして、まずそういうところから入っていかなければということで話が進められた経

過もございますので、そこら辺は我々としてもしっかりと受け止めながら次の対応を考えてまい

りたいというふうに思っているところであります。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 
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○池下副委員長 

 札弦、緑は支所もありまして色々な支所機能を果たしております。一般質問の中でも支所機能

の見直しという話が出ておりましたけども、私はこれだけ高齢化率が上がってどんどんお年寄り

が増えてくると本当に町長が言うように地域を守るために、私の考えでありますけども地域支援

員を、札弦・緑に置いて、買い物への付き添い、それから週に２回程度病院に連れていく、そう

いった地域支援員、大きなバスなどいらないんです。小さなワゴン車で良いんです。そういった

ものを地域支援員に対して車を持たせて地域の方々の手となり足となり色々な役割を果たす。 

 例えば高齢者の方の庭がひどいことになっていたらシルバーセンターに連絡を付けてそういっ

た清掃作業をお手伝いするとか、そういったことを充実させて初めて地域を守るということが言

えるのかなというふうに思いますが、これは私が勝手に考えている構想でありますから今後、ど

ういうふうに町長が考えるか別にしまして私は地域の活性化よりもそういった地道な人と人との

繋がりを大事にする支援の仕方の方が地域を守る糧になるのかなというふうには考えております

が、町長いかがですか。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 地域支援の方法、様々な手法があるのかなというふうに思っております。清里町においては本

町には総合庁舎があって役場職員が配置をされております。また札弦、緑地区にも役場の支所と

いうことで、これはどちらかというと窓口業務を中心としながら今までも推移をしてきたという

ことでありますが、おっしゃられますように札弦も緑も高齢化がもの凄く進んできております。

そうした面において高齢化のために運転免許をお返しになるとかそういう方もたくさん出てきて

いるわけですから、身近なところで用事が足せる、そういう仕組みをつくっていかなければなら

ないというふうにも思っております。 

 ですから今までの支所機能をそのまま窓口だけの対応にするのか、さらには自治会の中に溶け

込んでいきながら自治会のコミュニケーションの機能をある程度担っていけるようにしていくの

か、または高齢者のところの不安解消を含めて見守りまで進めていけるのか。それは今の支所の

人員での体制では出来ませんけれども、やはりそういう部分をこれからの課題として捉えていか

なければならないというふうに思っている次第でもあります。 

 そんな中で、これは直接的に地域支援員ということではありませんけれども、議会の皆さんに

も御理解をいただいた中で今年は特にコロナの対応ということで高齢者の皆さまが大変不安を感

じております。そうした中で町の方で高齢者の方のそういう不安を解消するために、見守り、相

談というようなことで保健福祉サービス事業と言ったらそこに入るかどうか、そういう観点から

２人ほど職員を臨時的に採用させていただいて高齢者のお宅を定期的に見守りを含めながら回っ

ていただいていると、そんなことも始めたわけであります。これは来年３月までのこのコロナ禍

における体制ということではありますけども、それがそうではないと地域を守るためにそういう

活動というのはコロナとは別な形で進めていかなきゃならないというようなことに明らかになっ

てきた段階においては、また違う角度からの対応をしていかなければならないだろうなというよ
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うな思いもいたしている次第でもございます。必ずしも地域支援員という形になるとかそういう

ことは別にしてもそこら辺については全体の職員配置等の問題もありますから、慎重に進めてい

かなければならないというような思いは致しているところでもありますけれども、やはり地域の

方々が生活維持機能の構築の上からどうしても新しい体制がなければならないというようなこと

が生じてきた場合については、しっかりと我々としても検討させていただきたいというふうに考

えている次第でもあります。 

 

○伊藤委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今、私が町長に説明したのは決して行政マンをそういったところに配置ということでなく、私

は逆に民間人の方がやりやすいのではないかなというふうには考えております。ただ、本当に清

里町民が清里町に住んで良かったと思えるのは、こういった色々な地域を守る、そして人を守る

ために、行政が何をするかによって私は変わってくると思いますので、色んな方法があります。

是非、色々検討していただきたい。 

 以上、今日４項目にわたって総括質問をさせていただきました。まだまだ町としても色々な課

題があると思いますので、是非町民皆さんの幸せのために尽力を尽くして一生懸命やっていただ

きたいというふうに思います。以上で総括質問を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 令和の新しい時代を迎えて清里町の第５次総合計画、今年度で終わりであります。今現在、第

６次の総合計画の策定に向けてそれぞれお力をいただきながら作業を進めている段階でありまし

て、今までとは違う本当に超々高齢化時代、人口の減少時代を迎えた中で町の果たす役割をしっ

かりと認識しながら今ここに住んでいる方々がいつまでも安心して安全に暮らしていける、そん

な町づくりのために鋭意全力を投球していきたいというふうに考えております。どうぞ引き続き

の御指導、御鞭撻をいただきますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 以上で総括審査を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 以上をもちまして、令和元度各会計の決算審査を終了させていただきます。委員各位並びに理

事者職員各位に対し、３日間審査運営に特段の御協力いただきましたことに対し、厚く御礼を申

し上げます。 

 審査中に各委員から出されました意見などにつきましては、今後十分検討いただき、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。 
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 経済社会情勢など変化の激しい厳しい時代を迎えておりますが、町民の福祉生活向上のため一

層の研鑽とご努力をご期待申し上げまして審査終了の御挨拶といたします。ご協力、誠にありが

とうございました。 

 

○伊藤委員長 

 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。  

                               （町理事者、職員退席） 

 

休憩  午後 ２時 45分 

再開  午後 ２時 46分 

 

○伊藤委員長  

 休憩前に引き続き、審査を行います。ここで認定第１号、令和元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、令和元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。 

 

○伊藤委員長  

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、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 異議なしと認めます。 

 審査意見の内容について事務局長に説明させます。 

 

○議会事務局長（溝口富男君) 

 それではお手元に配布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号から認定第７号まで、一般会計から特別会計の歳入歳出決算認定でございます。 

 審査日につきましては、令和２年９月 15日、16日、18日の３日間でございます。 

 審査の結果については、各会計について認定するべきとしたのが委員会の意見でございます。 

 朗読いたします。令和元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、各会計の予算は、適正に執行されたものと認めます。 

 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実財源も大きな伸びが期待できず、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となっており、様々な観点から、事業の評価見直しを行い、

必要な改善を速やかに実施していくことが求められています。今回の決算審査特別委員会での意

見等を十分検討され、明年度以降の予算編成や行政運営に生かされるよう望むものである。以上

です。 

 

○伊藤委員長 
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 審査意見の内容についてご意見を伺います。 

（「異議なし」との声あり） 

○伊藤委員長 

 異議なしとのことですので、以上で審査意見のとりまとめを終わります。 

 

○伊藤委員長 

 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、ご異議ありますか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○伊藤委員長 

 異議なしと認めます。 

 これより、各会計一括して採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 認定第１号、令和元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、令和元

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願い

ます。 

（賛成者挙手） 

 

○伊藤委員長 

 挙手全員であります。 

 したがって、認定第１号、令和元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、令和元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

とに決定いたしました。 

 

○伊藤委員長 

 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、全て審査を終了しました。 

 

○伊藤委員長 

 これで、決算審査特別委員会を閉じます。ご苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ２時 50分） 


