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平成２９年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第１日目） 

 

平成３０年 ９月１１日（火） 

  開 会   午後 ２時３２分 

    散  会   午後 ３時４６分 

 

 

●出席委員（７名） 

   委 員 長  前 中 康 男     委  員  河 口   高 

   副委員長  勝 又 武 司     委  員  堀 川 哲 男 

   委  員  村 島 健 二     委  員  伊 藤 忠 之 

   委  員  池 下   昇      

 

 

●欠席委員 

  なし 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長       櫛引 政明    副町長        宇野  充 

  総務課長       伊藤 浩幸    企画政策課長     本松 昭仁 

  町民課長             河合 雄司    保健福祉課長     野呂田成人     

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

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

  教育長        岸本 幸雄    生涯教育課長     原田 賢一 

  消防清里分署長    岡崎  亨     

 

 

●職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長       溝口 富男 

    主  査       寺岡 輝美 

 

 

○議会事務局長（溝口富男君） 

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

し上げます。 

 

○前中委員長 

決算特別委員会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。 
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このたび私が委員長、勝又委員が副委員長として選出され、議事運営という重責を担う

ことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

地方自治体を取り巻く環境は、依然として厳しく、行財政運営はますます厳しい状態に

なっております。町民の要望や山積する課題を解決するため、限られた財源をより有効に

より効率的に使っていく工夫と努力がこれまで以上に求められております。 

決算審査は、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうかを審査し、またその効果

を評価するものであり、極めて重要な意味を持っています。委員各位の将来の展望に立っ

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

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

よろしくお願いいたします。 

 

（開会 午後 ２時３３分） 

●開会宣告 

○前中委員長 

 これより、平成２９年度各会計の決算審査を行います。 

 審査の日程、進め方について、事務局長に説明させます。 

 

○議会事務局長（溝口富男君） 

 平成２９年度各会計決算審査日程の進め方について、決算審査特別委員会の３の審査日

程についてをご覧ください。 

審査日程については、本日１１日～１４日までの４日間とします。第１日目の本日につ

いては、監査委員による決算審査意見報告、町長挨拶、各会計の決算内容の説明を行いま

す。２日目、３日目は審査を行います。４日目の１４日は総括審査、採決まで行います。 

 次のページ４、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。 

審査の方法については、歳出は款の目ごと、歳入は款ごとの審査です。歳出の目、歳入

の款によっては一括して審査を行うものがあります。 

審査の順序については、事項別明細書から基金の運用状況までの順で行います。各款ご

とに呼び出しを行います。消防費については、休憩中の説明審査となります。特別会計に

つきましては記載の順に歳出、歳入一括で行います。総括審査については各会計全般にわ

たって行います。 

 以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 審査日程の進め方について、説明を終わります。 

 監査委員より決算審査意見の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 

 それでは、平成２９年度清里町決算審査意見報告をさせていただきます。 

 ～報告書 説明～ 
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○前中委員長 

 決算審査意見に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○前中委員長 

 なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ここで、町長より挨拶がございます。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 決算審査特別委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 

この度、審査をお願いいたします平成２９年度の会計につきましては、一般会計及び６

特別会計併せて７会計、全体で歳出総額６９億２千１３０万４千円の決算額になってござ

います。 

各分野における主要事業の概要でありますが、災害基本法の見直しに伴う地域防災計画

の見直しと防災減災対策としての防災情報メールの登録拡充、防災器材の整備充実、公共

施設の総合管理計画に基づく清掃センター及び２１号橋の長寿命化改修整備、道路新設改

良事業、ＴＰＰやＥＰＡ協定などによる農畜産の影響緩和対策としての経営の安定と生産

基盤の整備に向けた農業経営支援対策事業、産地パワーアップ畑作構造転換事業、そして

昨年度より法制化されました多面的機能支払交付金事業、市街地商店街の活性化に向けた

店舗出店支援事業や住宅リフォーム支援事業、商工会で実施されます商工振興事業に加え、

プレミアム商品券の拡充支援、店舗等改修支援事業などや移住定住者向けの居住環境づく

りとしての住宅取得支援対策、若者世帯家賃支援対策、地域医療の確保と町民の皆さんの

健康を守るための救急医療受入、医療機関への支援事業、２４時間電話健康相談事業、地

域医療確保支援事業、ミニドックや脳ドックなどの各種の検診事業、インフルエンザ等の

予防接種事業、高齢者や障害者の方が住み慣れた地域で安全、安心に暮らしていただくた

めの高齢者福祉サービスや生活支援対策、見守り型居住施設としてのケアハウスの整備事

業、さらにこども子育ての負担軽減対策としてのこども医療費の高校生までの無償化事業、

第２子以降の保育料の軽減、学校給食費の無償化支援、学校教育環境の充実整備に向けた

特色ある学校づくり支援事業、教育支援専門員、特別学級支援員の配置、清里高校総合支

援対策事業並びに海外派遣研修事業、教職員の住宅建設事業など生活産業経済、教育福祉

医療などのまちづくり事業全般について計画どおりに実施をさせていただくことができま

した。さらに年末には商工業の経営環境改善と町民皆さんの生活支援を目的に、町民の皆

さんを対象とした地域振興券を発行させていただき、年末から年始にかけての生活支援と

町内業者の発注に限定した新年度までのつなぎ経済対策事業を実施させていただくことが

できました。 

また、本年３月９日に発生した融雪災害による道路及び農地の災害復旧対策としての災

害復旧費の専決処分をさせていただき、春の農作業までの普及に向けた対応を進めさせて

いただくこともできました。これもひとえに議員各位の御指導ご支援並びに町民皆さんの

深い御理解と御協力の賜物でありまして、心より感謝とお礼を申し上げる次第でございま

す。 



4 

また、監査委員におかれましては、８月の９日から８月３０日までの長期間にわたり、

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

ことにありがとうございました。この間のご労苦に対しまして、衷心より厚く御礼を申し

上げる次第でございます。 

平成２９年を振り返ってみますと、世界的にはアメリカのトランプ大統領を始め、フラ

ンス、イギリス、イタリアなどの先進諸国の大統領が選出され、新たな指導者による国づ

くりが進められております。特にトランプ大統領は、アメリカファースト主義を掲げ、地

球温暖化や自由貿易、核開発や移民政策などの広範な分野において、その枠組みを大きく

変更いたしており、特に中国との経済摩擦は貿易戦争の様相を呈するなど極めて不安定な

状況となっております。 

一方、国内においては相次ぐ台風などの気象災害、地震や火山などの自然災害による甚

大な被害と東日本大震災からの復旧、復興の遅れ、国内産業構造の空洞化、さらにはアメ

リカの脱退に伴うＴＰＰの１１協定とＥＵ諸国とのＥＰＡ協定、そして、アメリカとのＦ

ＴＡ交渉などや新興国経済の低迷など余談の許さない多大な問題を抱えており、当面は厳

しい状況が続くものと懸念をいたす次第であります。今年度に入り、国内経済は円安や堅

調な世界経済を背景に、穏やかな改善傾向を示しているとのことでありますが、政治的に

は、安倍政権下での森友学園や加計学園問題、公文書の隠匿や改ざん、さまざま問題が惹

起をしており、政局が停滞し、且つこの相次ぐ災害や９月の総選挙を控え、政策の実効性

が著しく低下をしており、信頼性の回復に向けた早急な対応が求められているところでご

ざいます。 

こうした中、国におきましては、アベノミクスの第２ステージとする１億総活躍社会の

創造を新たに掲げ、まち・ひと・しごと創生法による総合戦略の策定と人口ビジョンを基

本に若い世代の結婚、出産、子育ての夢や希望を叶えるとした、地方版の総合戦略に掲げ

た具体的な取り組みを支援推進しているところでございます。 

私はこうした状況を的確に把握するとともに、町政の執行にあっては、第５次清里町総

合計画で掲げた本町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、住民参加と協働、共創のまちづくりを基本に町民の皆さんが本当にこの町に住

んでいて良かったと実感することができる町づくりを全力で推進していく所存でございま

す。 

また、第５次清里町総合計画の後期５ヵ年計画並びにまち・ひと・しごと地方創生総合

戦略の実効性を確保するため、引き続き各種施策の効率的、効果的な実施に努めるととも

に健全財政の堅持に努めてまいります。 

平成２９年度は北海道日本ハム応援市町村に清里町が選定され、宮西投手、中村投手は、

応援大使に任命されましたので、両投手の応援観戦ツアーの企画や子供たちとの交流野球

教室やトークショーなどを通じ、清里町のＰＲと宣伝に一役を買っていただくことができ

ましたし、また農村景観１００選の特に優れた２０選の町として、農村地域でのコスモス

ロードの取り組み、そしてまちづくり推進活動協議会が中心となり、花と緑と交流のまち

づくりの基幹事業として取り組んでいただいた花いっぱい運動や、かねてより進めており

ました日本で最も美しい村連合への加盟が承認となりましたので、加盟の全国６３町村及

び地域と８０社を超える協賛企業との連携のもとに基幹産業の農業を基盤に農村回帰やグ
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リーンツーリズムなどの景観と調和した清里町の特性と魅力を活かした町民目線でのまち

づくりを進めてまいります。 

最後になりましたが、これより前中決算審査特別委員会委員長並びに勝又副委員長の采

配により、決算の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。 

 

○前中委員長 

 ここで、監査委員は退席をいたします。ご苦労様でした。 

（監査委員 退席） 

 

○前中委員長 

 各会計の決算内容について、説明を求めます。 

 はじめに一般会計の決算内容について説明をお願いいたします。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 平成２９年度各会計の決算審査にあたり、決算内容について御説明申し上げます。説明

に先立ち提出しております資料の確認をさせていただきます。決算書につきましては、一

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

は、特別会計の最後に編さんしております。財産に関する調書につきましては、各会計決

算書の最後に編さんしております。また清里町各会計歳入歳出決算説明書と主要な政策の

成果を説明する書類を併せて提出しております。 

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

成２９年度清里町各会計歳入歳出決算説明書主要な施策の成果を説明する書類の表紙をお

開きください。平成２９年度会計別決算総括表にてご説明いたします。 

一般会計から焼酎事業特別会計まで７会計の総額は、予算額７１億９千６３７万円に対

し、歳入の決算額は７２億４千４９８万７千円であり予算対比１００．７％となっており

ます。歳出につきましては、決算額は６９億２千１３０万４千円であり、執行率は９６．

２％となっております。なお歳入歳出差引残高は３億２千３６８万３千円となってござい

ます。昨年度との決算額の比較をしますと、平成２８年度の歳入が７０億８千９２７万３

千円。歳出が６８億１千２８８万９千円であり、歳入では１億５千５７１万４千円の増、

歳出では１億８４１万５千円の増となってございます。会計別では前年度決算額との比較

において、歳出ベースで一般会計が８千７１１万９千円の増となっているほか、介護保険

特別会計が４９万４千円の減、国民健康保険事業特別会計が２千５８０万５千円の増、後

期高齢者医療特別会計が３０５万６千円の増、簡易水道事業特別会計が６７２万３千円の

減、農業集落排水事業特別会計が２６０万８千円の増、焼酎事業特別会計が２９５万６千

円の減となってございます。 

続いて、一般会計決算の状況についてご説明いたしますのでピンク色の紙を開いて３ペ

ージをご覧ください。平成２９年度の歳入総額は５５億６千８０９万７千円であり、歳出

総額は５２億９千４５７万４千円、歳入歳出差引額は２億７千３５２万３千円となってお
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ります。翌年度への繰越すべき財源は繰越明許費の５千１００万円となっており、実質収

支額は２億２千２５２万３千円となっております。当該年度実質収支から前年度実質収支

を差し引いた単年度収支につきましては、マイナス１千３万８千円でございます。 

４ページをお開きください。一般会計の款別決算額調べについて、歳入についてご説明

いたします。下段の合計欄をご覧下さい。調定額は５５億７千８４３万３千円、収入済額

は５５億６千８０９万７千円であり、不納欠損額は２５万８千円、収入未済額は１千７万

８千円となっており、いずれも前年度と比較して微増となってございます。不納欠損の２

５万８千円につきましては町税が２５万７千円であり、そのうち町民税が２０万５千円、

固定資産税が５万２千円となってございます。また使用料及び手数料のうち、税務手数料

が１千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７９２万１千円で、その

うち町民税が２１７万９千円、固定資産税が５６４万３千円、軽自動車税が９万９千円と

なってございます。また、使用料及び手数料の収入未済額２０７万４千円の内訳は、住宅

使用料２０５万４千円、税務手数料１万円、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が３千５９９万１千円の増であり、収入割合は、予算額に対し１００．

７％、調定額に対しては９９．８％でございます。 

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

５５億３千２１０万６千円に対し、支出済額５２億９千４５７万４千円でございます。翌

年度繰越金は７千６５０万円であり、不用額は１億６千１０３万２千円となっており、執

行割合は予算額に対し９５．７％でございます。 

なお翌年度の繰越額の内訳につきましては、農林水産業費の産地パワーアップ補助事業

に２千５５０万円、災害復旧の暴風融雪災害復旧事業に５千１００万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でございますが、総務費が前年度に比べ８．７％

減、民生費が前年度に比べ１２．５％の増となってございます。総務費の減の要因といた

しましては、情報交流施設きよ～る整備事業の完了及び自治体セキュリティー、自治体情

報セキュリティー強化対策事業の完了などとなっており、民生費の増の要因としていたし

ましては、ケアハウス整備事業の本体工事の開始などとなってございます。そのほかの科

目の割合は前年度から大きく変わりなく推移しております。 

各科目不用額の主なものについて御説明申し上げます。総務費につきましては、職員給

与費の給料、一般管理費の委託料などが主な要因でございます。民主費につきましては、

各目の扶助費、福祉サービス事業費の委託料などが主な要因でございます。衛生費につき

ましては各目の需用費、各種医療対策費の扶助費などが主な要因でございます。農林水産

業につきましては、各目の負担金及び交付金などが主な要因でございます。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が主な要因でございます。土木費につき

ましては道路橋梁費の委託料、住宅管理費の需用費等が主な要因でございます。教育費に

つきましては、各目の需用費などが主な要因でございます。公債費につきましては、地方

債償還金利子及び割引料が主な要因でございます。なお、詳細につきましては、６６ペー

ジから７０ページに記載しておりますのでご参照いただきたいと存じます。 

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

歳入の調達方法から依存財源と自主財源に区別をするとともに使途別の充当区別でありま

す特定財源と一般財源に分類を行っているところでございます。平成２９年度決算額５５
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億６千８０９万７千円のうち、地方交付税等の依存財源は、４０億１千１１０万３千円で

あり、構成比は７２％となっております。また町税等の自主財源は１５億５千６９９万４

千円であり、構成比は２８％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別しておりま

す。合計欄で説明いたします。平成２９年度の決算時における財源内訳は特定財源が１９

億７千７２４万７千円であり、構成比は３７．３％、一般財源は３３億１千７３２万７千

円であり、構成費は６２．７％なっております。また経常費的な一般財源は２６億８千８

２万８千円であり、財政構造の弾力性を示す経常比率は７４．７％になっております。投

資的経費の決算合計額は１１億２千５６３万７千円であり、前年度との比較では１億８千

３３１万９千円の増となってございます。 

８ページをお開きください。本表は、款別性質別の歳出内訳でございます。消費的経費

のうち人件費及び物件費について款別に区別したものであり、人件費総額は６億６千７５

５万３千円であり、前年度との比較では１千７５８万円の減となっております。物件費に

つきましては１２億６千７３５万９千円であり、前年度対比１千４９６万５千円の増とな

っております。 

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

度であります平成２９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

初め、全体で３０件、４億７千８４０万８千円となっております。また平成３０年度以降

の債務負担につきましては、２８件で総額３１億３千５８２万１千円でございます。 

１１ページをご覧ください。地方債の現在高残高につきまして御説明申し上げます。下

段の合計欄をご覧ください。平成２８年度末現在高が６８億２千５２５万８千円であり、

平成２９年度中の発行額、７億４千３８０万円、償還額が元利合わせて８億２千６３４万

５千円となっております。従って、平成２９年度末現在高が、６８億７６１万１千円とな

り、前年度末と比べて１千７６４万７千円の減となります。 

以下１２ページから６５ページまでは、主要政策の成果となっております。先ほど申し

挙げましたとおり６６ページから７０ページまでは、決算不用額の主な内容、７１ページ

は各施設の経常収支状況であり、説明は省略させていただきます。 

それでは別冊の一般会計決算書９８ページをご覧ください。実質収支に関する調書につ

きまして御説明申し上げます。３番の歳入歳出差引額は２億７千３５２万３千円となって

おり、翌年度への繰越すべき財源であります５千１００万円を差し引いた５番の実質収支

額は、２億２千２５２万３千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。次のページをご覧ください。初め

に公有財産の土地及び建物の合計欄でご説明いたします。土地の年度中の増減につきまし

ては、元公営住宅用地の３千６９５．５４平方メートルを行政財産から普通財産に移動し

たものであり、合計としましては増減なしとなってございます。建物につきましては、木

造が２５３．０８平方メートルの増であり、公営住宅・町営住宅の建設などによるもので

ございます。非木造が２１４．１２平方メートルの減であり、公営住宅の取り壊しなどに

よるものでございます。建物全体の年度末現在高は、９万２９３．５７平方メートルとな

ってございます。 
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次のページをお開きください。１００ページから１０２ページまでは、行政財産と普通

財産に区別し、年度中の増減及び決算年度末現在高を記載しております。１０３ページの

（２）物件、（３）有価証券につきましての増減は生じておりません。（４）の出資による

権利につきましては、網走地区森林組合へ６万７千２００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残高は１０３万２００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１千４９９万９千３００円となってございます。１０４ページをお開

きください。物品につきましては、乗用車が１台減となっておりますが、錯誤による昨年

度末残高の調整のための減となっておりますので御了承いただきたいと存じます。年度末

現在高としましては３２台となってございます。 

基金につきましては、こども子育て基金の支消や公共施設整備基金のケアハウス整備事

業などへの充当、奨学資金貸付基金の増額などを含みまして、年度中増減額は１億２千１

１万７千８０３円の減となっており、年度末現在高は、４８億１千５４０万４千９２３円

でございます。 

次の１０５ページ、１０６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

りご説明申し上げます。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 地方自治法第２４４条の規定に基づく資料といたしまして、基金の運用状況について御

説明申し上げます。１０５ページをご覧ください。はじめに清里町奨学資金貸付基金の運

用状況です。決算年度末の基金の総額は平成２９年度に１千万円積み立てし、７千５００

万円となっております。基金の運用状況につきましては、貸付額の決算年度末現在高は２

億３５１万５千円で備考欄に記載のとおり、平成２９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２名で１７１万円、高等学校、専修学校への就学にかかる資金貸

し付けが６名で２６４万円、短大、大学への修学に係る資金貸し付けが１５名で８１６万

円。合計２３名で、１千２５１万円となっております。償還額の現在高は、１億４千４３

７万４千７２円で決算年度中の償還は、合わせて３７名。５７０万５千７３２円となって

おります。従いまして決算年度末現在の基金残高は１千５８５万９千７２円となります。 

続きまして、１０６ページをご覧ください。清里町町民海外派遣研修事業の貸付基金の

運用状況についてご説明いたします。決算年度末現在の基金の総額は９００万円であり、

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

り資金造成されているものでございます。貸付額の現在高は、２千７９１万７円で決算年

度途中における貸付はございませんでした。償還額の現在高は２千７８９万３千円で決算

年度中の償還は１名で２万４千円となっております。 

従いまして決算年度末現在の基金残高は８９７万６千円となっております。以上２つの

基金についての運用状況の説明を終わります。 
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○前中委員長 

 次に、介護保険事業特別会計の説明をお願いいたします。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 平成２９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

７３ページをご覧ください。 

第１表、平成２９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、合計で説明します。予算現額が４億７千２５６万６千円に対しまして、調定

額は４億７千４３４万２千円、収入済額は４億７千３６６万２千円、不納欠損は２９万１

千円、未収入額は３８万９千円となっております。予算現額に対する増減額は１０９万６

千円の増額となっており、収入割合は予算現額に対しまして、１００．２％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４億７千２５６万６千円、支出済額が４億

５千７５２万７千円、不用額は１千５０３万９千円であり、主な要因は総務費の１３６万

２千円、保険給付費の１千１５１万７千円、地域支援事業費の２１３万１千円であります。

支出割合は予算現額に対しまして９６．８％であります。 

次のページをお開きください。第１表附表につきましては、ただ今説明いたしました款

別決算額調べをグラフ化したもので、説明は省略させていただきます。 

次に７５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４億２千３５０万７千円と全体の９２．６％を占めております。 

次のページをお開きください。７６ページ、第２表の附表は第２表で説明しました経費

の節ごとの区分でありますので説明は省略させていただきます。 

次に別冊の清里町特別会計歳入歳出決算書の介護保険事業特別会計の２０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、４億７千３６６

万２千円であり、歳出総額４億５千７５２万７千円、歳入歳出差引額及び実質収支額は１

千６１３万５千円となっております。 

次に２１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１千６２０万６千５００円であり、決算年度中の増減高は、３９７万４千８０１円の

増、決算年度末の現在高は、２千１８万１千３０１円となっております。以上で、決算の

説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 次に、国民健康保険事業特別会計の説明をお願いいたします。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 平成２９年度国民健康保険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７７ページをご覧ください。第１表款別決算額調べにつ

いて御説明申し上げます。 
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はじめに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額、８億３

千２１９万９千円に対し、調定額８億４千１３６万円、収入済額８億３千５４６万３千円、

不納欠損額３９万８千円であり、収入未済額は５４９万９千円となってございます。不納

欠損額の内訳が国民健康保険税３９万７千円、督促手数料１千円でございます。また収入

未済額の内訳は、国民健康保険税の現年課税分が１８４万２千円、滞納繰越分が３６４万

８千円であり合わせて５４９万円、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３２６万４千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１００．４％、調

定額に対して９９．３％となってございます。 

次に歳出について合計額でご説明申し上げます。予算現額８億３千２１９万９千円に対

し、支出済額８億２千３１５万５千円であり、不用額は９０４万４千円でございます。予

算現額に対する執行割合は９８．９％でございます。 

７８ページをご覧ください。１表の附表は只今ご説明いたしました款別月決算額調べを

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。７９ページをご覧ください。

第２表は歳出における款の性質別経費分析表であり、主な経費として負担金補助及び交付

金が７億７千７６２万１千円で全体の９４．５％となってございます。８０ページをご覧

ください。各款の中で節の経費の調べは第２表の附表であり、御説明を省略させていただ

きます。 

続きまして実質収支に関する調書及び財産に関する調書についてご説明申し上げますの

で、別冊の清里町特別会計歳入歳出決算書の４３ページをお開きください。実質収支に関

する調書について御説明申し上げます。歳入総額は８億３千５４６万３千円。歳出総額は

８億２千３１５万５千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は１千２３０万

８千円でございます。 

４４ページをご覧ください。財産に関する調書についてご説明いたします。国民健康保

険事業基金につきましては、前年度末の現在高が８万３千３２８円、決算年度中増減高は、

基金への積み立てが２千５００万円。基金からの繰入が２千４９５万１千円であり、差し

引き４万９千円の増、基金積立金利子で３３円の増、合計４万９千３３円の増であり、決

算年度末の現在高は１３万２千３６１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。 

 

○前中委員長 

 次に、後期高齢者医療特別会計の説明をお願いいたします。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 平成２９年度後期高齢者医療特別会計決算状況について御説明申し上げます。清里町各

会計歳入歳出決算説明書の８１ページをご覧ください。款別決算額調べについて御説明申

し上げます。 

はじめに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額６千８２

７万３千円に対し、調定額６千８２７万４千円。収入済額６千８２７万４千円であり、収

入未済額はございません。予算現額に対する増減額は１千円の増となっております。収入

割合は予算現額、調定額に対して１００％となってございます。 
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次に歳出について合計額で御説明申し上げます。予算現額６千８２７万３千円に対し、

支出済額６千８２３万円であり、不用額４万３千円となってございます。予算現額に対す

る執行割合は９９．９％でございます。 

８２ページをご覧ください。第１表の附表は只今ご説明いたしました款別決算額調べを

ク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。 

８３ページをご覧ください。第２表は款の性質別経費分析表であり、主な経費として負

担金補助及び交付金が６千７０４万７千円で全体の９８．２％を占めております。８４ペ

ージをご覧ください。各款の中で節の経費の調べは第２表の附表であり御説明を省略させ

ていただきます。 

続きまして実質収支に関する調書についてご説明いたしますので、別冊の清里町特別会

計歳入歳出決算書の５６ページをお開きください。実質収支に関する調書についてご説明

いたします。歳入総額は、６千８２７万４千円、歳出総額は６千８２３万円となっており、

歳入歳出差引額並びに実質収支額は４万４千円でございます。 

以上ご説明とさせていただきます。 

 

○前中委員長 

次に、簡易水道事業特別会計の説明をお願いいたします。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして御説明申し上げま

す。清里町各会計歳入歳出決算説明書を水色の仕切り８５ページをご覧ください。第１表

款別決算額調べにつきまして御説明いたします。 

はじめに、歳入の款別決算額につきまして合計額より御説明申し上げます。予算現額５

千６７５万６千円に対し、調定額は５千９６９万８千円。収入済額は５千８３８万１千円

となっています。不納欠損額はありません。収入未済額は１３１万７千円になっており、

未済額の内訳は、水道使用料の現年度分が５２万６千４００円、滞納繰越分が７６万４千

２８０円、督促手数料が２万６千７００円となっております。予算現額に対する増減額は

１６２万５千円の増となっており、予算現額に対する収入割合は１０２．９％、調定額に

対しては９７．８％となっております。 

続きまして、歳出の款別決算額について御説明申し上げます。予算現額５千６７５万６

千円に対し、支出済額は５千５５６万４千円であり、不用額は１１９万２千円となってお

ります。予算現額に対する執行割合は９７．９％となっております。 

不用額の主な内容につきましては９１ページに記載されております総務管理費の需用費

が主な内容となっております。 

８６ページをお開きください。８６ページは、第１表の附表であり只今説明いたしまし

た款別決算額をグラフにしたものですので説明は省略させていただきます。 

８７ページをご覧ください。第２表は歳出における款毎の性質別経費分析表であり、主

な経費として人件費が９１０万７千円で全体の１６．４％、物件費が１千６４４万５千円

で２９．６％、事業費が１千１１１万４千円で２０％、公債費が１千３５０万９千円で２

４．３％となっております。 
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８８ページをお開きください。８８ページは第２表の附表であり、各款の中における節

の経費調べです。説明は省略させて頂きます。 

８９ページをご覧下さい。第３表は地方債現在高調べであり、合計額でご説明いたしま

す。区分は簡易水道事業債であり、平成２８年度末の現在高が１億５千７１７万１千円、

平成２９年度中におけます発行額はございません。平成２９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、平成２９年度末現在額は、１億４千７１０万４千円と

なっております。普通交付税に算入された額は３３７万７千円であります。 

９０ページの主要政策の成果並びに９１ページの決算不用額につきましては、記載のと

おりであり、説明を省略させていただきます。 

続きまして、別冊平成２９年度清里町特別会計歳入歳出決算書簡易水道特別会計の７０

ページ、実質収支に関する調書をお開きください。 

歳入総額は５千８３８万１千円、歳出総額は５千５５６万４千円となっており、歳入歳

出差引額並びに実質収支額はともに２８１万７千円となっております。７１ページをご覧

下さい。財産に関する調書につきまして御説明申し上げます。１の公有財産における土地

及び建物及び物件並びに２の物品につきましては、決算年度中の増減はございません。３

の基金につきましては、前年度平成２８年度末の現在高は４千３９６万２千４８円であり、

決算年度中の増減高は１４１万３千円の増、決算年度末現在額は４千５３７万５千４８円

となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 次に、農業集落排水事業特別会計の説明をお願いいたします。 

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につきまして御説明申しあ

げます。清里町各会計歳入歳出決算説明書、紫色の仕切りの９３ページをご覧下さい。第

１表款別決算調べについてご説明いたします。 

はじめに歳入の款別決算につきまして、合計額より御説明申し上げます。予算現額１億

４３８万４千円に対し、調定額１億７３０万３千円、収入済額１億６３４万円となってお

り不納欠損額は２万８千円となっております。収入未済額は９３万５千円となっており、

内訳は使用料の現年度分が４１万６３０円、滞納繰越分が５０万５千７００円、督促手数

料が１万８千６００円となっております。予算現額に対する増減額は１９５万６千円の増

となっております。収入割合では予算現額に対し１０１．９％、調定額に対して９９．１％

となっております。 

続きまして、歳出の款別決算額について御説明申し上げます。予算現額１億４３８万４

千円に対し、支出済額９千７４２万８千円となっており、不用額は６９５万６千円となっ

ております。予算現額に対する執行割合は９３．３％であります。 

なお、不用額の主な内容につきましては、９９ページに記載しておりますが、施設管理

費に係る需用費と事業費に係る工事請負費が主な要因となっております。９４ページをお
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開きください。９４ページは第１号の附表であり、ただいま説明しました款別決算額調べ

をグラフにしたものですので説明は省略させていただきます。 

９５ページをご覧ください。第２表は歳出における款毎の性質別経費分析表であり、主

な経費として物件費が２千７９２万６千円で全体の２８．７％、公債費が５千６７９万９

千円で５８．３％となっております。 

９６ページをお開きください。９４ページは第２表の附表であり各款の中における節の

経費の調べですので、説明を省略させていただきます。 

９７ページをお開きください。第３表は地方債現在高調べであり、合計額でご説明いた

します。区分は下水道事業債であり、平成２８年度末の現在高に４億８千５２９万８千円、

平成２９年度中におけます発行額はございません。平成２９年度の償還額は元利あわせま

して５千６７９万９千円であり、平成２９年度末の現在高は、４億４千１７万１千円とな

っており、普通交付税に算入された額は２千８４０万５千円であります。 

９８ページの主要施策の成果、並びに９９ページの決算不用額につきましては、記載の

とおりであり、説明は省略させていただきます。 

続きまして、別冊平成２９年度清里町特別会計歳入歳出決算書、農業集落排水事業特別

会計の８５ページ。実質収支に関する調書をお開きください。歳入総額は１億６３４万円、

歳出総額が９千７４２万８千円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は、とも

に８９１万２千円となっています。 

８６ページをお開きください。財産に関する調書についてご説明いたします。１の公有

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

いません。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 次に焼酎事業特別会計の説明をお願いいたします。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 平成２９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、御説明いたしますので１０１ページをお開きください。第１表款別決算額調べに

ついて合計額で御説明いたします。 

歳入からご説明いたします。歳入の予算現額の合計は、１億３千８万６千円に対し、調

定額の合計は１億３千４７７万円。収入済額の合計は１億３千４７７万円であります。収

入未済額は０円で、予算現額に対する増減額の合計は、４６８万４千円で、主に生産物売

払収入によるものであります。予算に対する収入割合は合計欄で１０３．６％であり、調

定額に対する収入割合は１００％であります。 

続きまして歳出について合計額でご説明いたします。歳出の予算現額の合計は、１億３

千８万６千円に対し、支出済額の合計は１億２千４８２万６千円であり、執行割合は合計

欄で９６％であります。不用額は５２６万円となっております。 

次ページをお開きください。１０２ページは第１表の附表であり、歳入歳出をそれぞれ

棒グラフで表示したもので説明は省略させていただきます。１０３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ます。各項目ごと



14 

の割合は合計欄で、人件費で２３．７％、物件費で５９．３％、補助費等で１４．６％、

基金積立金で２．４％となっております。 

次ページをお開きください。１０４ページは第２表の附表で、各款の中で節の経費の調

べであります。説明は省略させていただきます。 

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

歳出決算書により御説明いたしますので１００ページをお開きください。１００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１億３千４７７万円、支出総額１億２千

４８２万６千円であり、歳入歳出差引額及び実質収支額はともに９９４万４千円となって

おります。 

次ページをお開きください。１０１ページの財産に関する調書につきましては、決算年

度中１の物品についての増減はありません。２の基金につきましては、決算年度中の増減

は、プラス３００万円で、年度末現在高は３００万円となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ここで、暫時休憩いたします。休憩中に消防費の説明を行います。 

（暫時休憩） 

 

○消防分署長（岡崎 亨君） 

平成２９年度斜里地区消防組合消防署清里分署の決算状況について御説明申し上げます。 

初めに、別冊の清里町各会計歳入歳出決算説明書をご覧ください。一番後ろの青色の仕

切りからが斜里地区消防組合清里分署の決算書となります。 

１０６ページをお開きください。第１表款別決算額調書によりご説明いたします。歳入

の決算額について合計額でご説明いたします。予算額１億８千２３６万４千円に対し、調

定額及び収入済額の合計はいずれも１億７千８５７万５千円となっております。予算額に

対して、収入済額は３７８万９千円の減となっており、収入割合は予算に対し、９７．９％、

調定額に対しては１００％となっております。 

歳出につきましては、予算額１億８千２３６万４千円に対し、支出済額は１億７千８５

７万５千円であり、不用額は３７８万９千円となっております。執行割合は予算額に対し

て９７．９％となっております。 

次に、１０７ページをご覧ください。第２表性質別経費分析表であり、科目の左から１

列目常備消防費の合計は１億３千９８５万４千円で全体の７８．３％。次の非常備消防費

の合計額は１千５２７万５千円で全体の８．６％、次の消防施設費の合計額は８６３万５

千円で全体の４．８％、次の消防本部費は１千４８１万１千円で全体の８．３％となって

おります。 

次に１０８ページをお開きください。第３表は、ご説明いたしました歳入歳出決算の構

成比をグラフで示したもので、説明は省略させていただきます。 

次に、１０９ページをご覧ください。第６表は緊急出動等の状況となっております。１

の火災出動は、３回で内容につきましては、下の表のとおり建物火災で１件、その他２件

となっております。２の災害出動は１回、３の訓練、警戒出動は１０１回となっておりま
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す。４の救急出動は１７１件でそのうち、傷病者を搬送した件数は１５０件、不搬送は２

１件となっております。なお、緊急出動の種別については、表のとおりとなっております。

また傷病者の搬送の内訳は①の表となっておりますが、説明は省略させていただきます。  

次に、１１０ページをお開きください。消防団員の災害等出動手当支給状況の一覧表と

なっております。団員の出動状況につきましては、表の右側、下から３行目の括弧書きの

とおり、１０２回述べ２千４名出動をしております。出動手当の支給額は、表の右下のと

おり、１０３万８千円となっております。 

次に、１１１ページをご覧ください。第７表は消防本部費関係の決算調書であり、１１

１ページは、歳入歳出の総括、１１２ページは性質別歳出内訳となっております。説明は

省略をさせていただきます。 

次に別冊の清里町特別会計歳入歳出決算書及び斜里地区消防組合消防署清里分署歳入歳

出決算書をご覧ください。一番後ろの青色の仕切りからが斜里地区消防組合、清里分署の

決算書になります。 

１１６ページをお開きください。財産に関する調書について、御説明申し上げます。公

有財産の（１）土地及び建物については、清里分署庁舎から第３分団庁舎まで非木造の建

物の合計は７６２．７平米で前年度からの増減はありません。 

次に、１１７ページをお開きください。表の右側、２の物品につきましては小型動力ポ

ンプの１台を廃棄処分し、現在の保有台数は３台となっております。そのほか物品の増減

はありません。 

次に、１１８ページをお開きください。水利状況につきましては、防火水槽、消火栓、

それぞれ増減はございません。以上で説明とさせていただきます。 

 

（再 開） 

○前中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。各会計の説明は終わりました。本日はここで散会し

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

 

○前中委員長 

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

 

散会  午後 ３時４６分 
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平成２９年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第２日目） 

 

平成３０年 ９月１２日（水） 

  開 会   午前 ９時２８分 
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○前中委員長 

 おはようございます。 

 

○前中委員長 

 ただいまより、一般会計の歳出の方から審査を始めたいと思います。 

 

○前中委員長 

 １款議会費・１項議会費・１目議会費、２７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

 ２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、２７ページ～２８ページ。 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ２８ページ。職員給与費の時間外勤務手当１千３１２万９千円についてお伺いします。

この３年間２６年、２７年は１千万ぐらい。２８年度は１千２２７万。そして２９年度は 1

千３３７万円でありまして、決算は、１千３１２万円。ほぼ予定どおりということなんで

すが、職員数は増えているのに何で時間外が増えているのか、お伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの池下議員からの時間外の関係でございますが、職員数が増えているのに時間

外がなぜ増えているかということでございますが、時間外につきましては、今委員おっし

ゃられたとおり最近増えている状況でございまして、増えている要因としましては機構改

革、その他事務量の関係で増えているところでございますが、職員数につきましても、事

務改善委員会等で設定した人数よりは、まだ達していないということがございまして、職

員数の関係について増えているからということではなくて、職員数も予定どおり増えてい

るわけではなくて、いろんな要因等によりまして事務が増えたりとか、その他の要因によ

りまして今現在、時間外が増えているところでございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この問題は、昨年、私が２９年度の予算審議の中でも取り上げておりますが、各課の数

字を見ないとわからないというのはあるんですが、偏りがあると思います。業務量・職員

の数、人員の配置、経験度。これらが上手くバランスがとれないと、毎年こういった同じ

ことの繰り返しが続くと思われます。臨職でもできる部分に関しては、任せるといった方
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法でやらなければ、これが続いてしまうというふうに思うんですが、そこら辺はいかがで

しょう。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今の時間外の関係でございますが、先ほど言ったとおり職員の数が増えているという話

がされておりますが、現在、臨時職員の方も活用しながら再任用の職員も含めて、役場関

係の事務についているところでございます。 

現在、複雑多様化する行政サービスの事業に比例して職員の時間外が増えていることが

ございまして、現在、臨時職員の活用をしているところでございますが、また会計年度任

用職員制度ということが３２年から始まる予定をしております。その段階で臨時職員の勤

務・待遇関係についても大幅に変わるわけでございますが、全体、正職員また臨時職員、

再任用職員、これら総合的に判断して時間外の縮減に鋭意努めていきたいというふうに思

います。それぞれ臨時職員また再任用職員も活用しながら、あたっ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。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 そういう流れでいきなりは少なくならないと思いますが、２８年の春に組織機構改革を

行った意味というものがなくならないように皆さんで力を合わせてやっていただきたいと

いうふうに思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今、池下委員おっしゃられたとおり、２８年度に機構改革を行いまして、その段階で住

民サービスの向上、また役場内事務分掌もきちんとできるようにしたところでございます

が、その機構改革また事務分掌については、適宜見直しをしながら、行政サービスを務め

ていきたいと思います。先ほど言ったとおり、職員一丸となって時間外の縮減に取り組ん

でいく体制を総務課中心となって行っていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 

○前中委員長 

 ほかにございませんか。続きまして２項総務管理費、１目一般管理費２８ページから３

０ページ。勝又委員。 
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○勝又副委員長 

 ３０ページのふるさと特産品ＰＲ、ふるさと納税返礼事業についてお伺いします。報償

費１６万、それからふるさと寄付金業務委託料が４９8 万。約５００万計上されております。 

収入のほうを見るとふるさと寄附金が８４２万ということで、寄附金の半分以上のものが

業務委託料ということで、さとふるの業務委託料じゃないかなと思っているのですが、そ

のような解釈でしょうか。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 おっしゃるとおり業務委託しているところは、２９年度はさとふるでございます。さと

ふるに対するいわゆる手数料部分は１２％をお支払して業務委託をしていただいたという

ことです。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 さとふるに１２パーセントとなると、業務委託料の中の部分にも、報償品、返礼品とか

そういう部分も含まさっているということなのか。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今おっしゃるとおりでありまして、さとふるについては、約１２％手数料を払います。

それから返礼品が今いろいろと話題になっておりますけども、基本的にうちの返礼品の割

合に対しては、ほぼ３０％前後でございますので、送料なりを足すと大体５０％ちょっと

という形になりますんで、残りの５０％がいわゆる納税額という形で、町に入ってくると

いうような受け取り方で良いかなと思っています。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 今課長からもお話ありましたけれど、昨日の新聞ですか。総務大臣からコメントがあり

ましたけど、これ２０１７年４月には返礼品の関係について、寄付の３割程度と言う話が

出ている。今年の４月には地場産品に限るという通達が出ております。その中でまず取り



21 

組んでいるわけなんですが、今、内容聞いた中でさとふるには１２％、あとは返礼品だと

言うんで、余りにも過熱状態になって意外にそのことを無視してやっているところもある

わけですよ。うちはきちっと守られている部分なんですけど。 

実際にそんなに豊富に地場産品があるわけでありませんので、そういうのも含めて、今

後とも６次産業化とかそういうものにつながっている部分も含めて、きちっとその返礼に

対して相手側が喜ばれるような形のものの取り組みをされてはいかがかなと、そういうふ

うに思うんです。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今ちまたで全く関係ない商品が売られていたり、商品券だとか家電だとかそういうこと

になっておりますけども、委員おっしゃるとおり、本町については基本的に清里産と言い

ますか、そういったものを出しております。それは清里そのものの特産品であったり、今

おっしゃられたような６次化で頑張られている、そういったものを出したり、さらにはソ

フト事業として清里に宿泊していただくとか、そういった部分。また体験メニューを出し

ていたり、そういったものを提供しているということでございます。 

以前町長からも話があったというふうに思いますけども、いわゆる総務省が唱えている

趣旨というのは、地域を知ってもらって、その地域をしっかりと伝えていくというベース

があるわけですから、清里はそれに沿って清里の魅力をどう発信するか。そして清里の良

さをどう発信するかということにまず重点を置いて、その中で当然のことながら、清里の

特産品なり清里の６次化に３品なりソフト事業なりということで、今後ともそういった部

分のことを続けていきながら、このふるさと納税を通じて引き続き全国に清里の良さ、清

里の魅力、清里のフード、清里の自然をＰＲ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いうふうに思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○勝又副委員長 

 よろしいです。 

 

○前中委員長 

 他によろしいですか。２項総務管理費、１目一般管理費２８ページから３０ページを終

了いたしまして、２目財産管理費、３目地籍管理費３０ページから３２ページ、一括で審

査願います。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 管財住宅の解体工事についてお伺いしたいと思います。今回、緑地区の住宅と美里地区
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の住宅を壊したわけですが、古くなって倒壊の危険性があるということ、景観を損ねる恐

れがあるということで壊したというふうに理解していますが、壊すことは良いですが、そ

の後の利用というのも非常に大切だと思いますが、今後の利用について計画があれば質問

したいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの御質問の緑町それから向陽の管財住宅の解体工事の関係でございますが、２

９年度の事業として、解体工事の方を行わせていただきました。現在緑、それから向陽の

取り壊した跡地の今後の計画については、まだ未定ということで御理解いただきたいと思

いますが、今後活用できるものがあれば、検討していきたいということで現在は未定と言

う事で御理解いただければと思います。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 恐らく未定という返事が返ってくるだろうなと言う事を想像していましたが、向陽の美

里地区の場所は元の美里小学校の跡地でして、美里小学校が閉校してからもう既に４５年

以上経って、現在もあのような状態で周りは森になっている状態です。今後の利用未定と

いうことはそのまま森に返すのか、そういうような心配もするわけですが、４５年間以上

あの状態で放置したということは、町の責任として大きな責任があると思いますし、何の

利用もしなかったということで４５年の月日が過ぎてしまった。 

話は拡大してしまいますが、同じく新栄小学校、江南小学校も何の利用もされないまま

８年以上が過ぎてしまった。今後も緑町小学校が閉校したその跡地をどうするのか。来年

閉校する光岳小学校の跡地をどうするのかということが、これも今だに手がつけられない

まま進んでいこうとしています。このことを教訓にしながら、是非学校跡地、あるいは町

の管財跡地。そういうものをしっかりと計画を持った中で進めていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 前段の特に向陽の関係の住宅につきましては、４５年も放置という事になっていました

が、ある時に募集をし、あそこに入居をして、確か絵を描く人だったか、ちょっとすいま

せん、その辺あれでしたけども、そういう方が入居して活用していただいた経過がござい

ます。 

取り壊してから、そのまま何もされていないということがありますので、その辺は現況
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を確認しながら、また今後検討出来ればというふうに思っているところでございます。 

また後段の江南、新栄の学校跡地。それから緑、それから光岳小学校と今後それぞれ学

校の跡地の利用問題が出てくるのかなというふうに思っておりますが、それにつきまして

も早期に取り壊す物については取り壊す、それから活用できるものついては町の方で協議

をさせていただいて決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。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 今堀川議員が聞いた工事請負費というのが３２０何万あるんですが、私ちょっと聞きた

いんですが、財産管理住宅解体事業調査委託料という事で２８万円という金額が上がって

いるんですが、どういった調査をしたのかお伺いしたいんですが。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今の町有財産の調査委託の関係でございますが、これについては、施設におけるアスベ

スト等の点検調査を行うために予算を計上させていただいた数字でございまして、施設に

おけるアスベストの点検調査を行うための予算計上でございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 ほかに何かありましたら。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ３２ページ。緑清荘管理運営事業費の中の器具購入費３００万強あるんですが、まず内

訳を教えてください。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 緑清荘の備品の関係の御質問かと思いますが、これにつきましてはスタッキングチェア
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ー及び適合するテーブルの経費の備品購入費でございます。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、課長の方から答弁があったんですが、２９年度の予算審議の中でも聞かさせていた

だきました。その時の答弁なんですが、机１０台椅子１００基、単価がこの時の予算です

けれども椅子１基１万４千円でテーブルが１２万円という答弁いただいています。その当

時旧レストハウスで使用されていました机及び椅子があるのではないか、旧新栄小学校の

方に保管されているのではないかと、それを使えないのかというお話をさせていただきま

した。その時の答弁だったのですが、毎回出し入れ、片づけたり出したりするのにレスト

ハウスで使用していたテーブル及び椅子だとちょっと使用しづらいと。だから今回買い替

えるんだという答弁をいただいたのを記憶しております。 

ただ実際なんですが、今、緑清荘で使われています、そのテーブル又は椅子。椅子置い

ておいても、テーブル自体は実はそんなに片付けられて、毎回毎回出し入れしているもの

ではないんですよね。という事はレストハウスにあったもので良かったんじゃないですか

という指摘と言いますか、考え方なんですけども。その辺はどのように町の方で考えてお

りますか。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の伊藤委員の御質問でございますが、緑清荘に備品として納入しました、特にテ

ーブルの関係だと思いますが、２９年度の時には、今委員おっしゃったような答弁をされ

たのかなというふうに思っております。現状緑清荘の宴会場につきましては畳のところに、

丸テーブルそれからスタッキングのチェア、それから適用するテーブルの方で対応してい

るということでございます。レストハウスで使っていたテーブルにつきましては、先ほど

おっしゃられたとおり、出し入れするのに不都合ということで、そのように考えていたと

ころでございます。 

またレストハウスで使っていた施設については、他の関係でも例えばそんなに回数は多

くないかもしれませんが、どこか違うところで結婚式やられる時のために使ったこともご

ざいまして、現状は今のところ新栄の方の方にありますが、今回緑清荘の方に入れたテー

ブルにつきましては緑清荘専用ということで使用していきたいということで、今回納入し

てその他についてはまた違う活用方法を考えていければなというふうに思っているところ

でございます。 

 

○前中委員長 

伊藤委員。 
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○伊藤委員 

なかなか言いづらい部分もいっぱいあるんですが、旧レストハウスで使用していたテー

ブルの活用方法というよりは、誤解を恐れずに言えば、今回のその緑清荘に入れたテーブ

ル自体が無駄なお金だったんではないのかなっていう気持ちが結構しております。無駄な

のかなと思っているんですけれど、そこはお互い色々考え方もありますから、無駄ではな

いんだと言われればそれまでなんですが。 

ただ一つ、この間の今年の７月１２日第８回総務文教常任委員会があったわけですけど

も、そこで提出していただいた資料をもとに今後話していくんですが、この資料、緑清荘

とパパスランド、緑の湯。この平成２９年度の温泉施設利用実績というものをいただきま

した。その中で、パパスランドと緑の湯に関してはほとんど前年比から比べると利用人数

及び使用料だいたい１００％超えているんですね。それに対しまして緑清荘になりますと、

色々ちょっとマイナスの部分も利用人員及び使用料についても出てきているわけですが、

その中でとりわけ目立つ部分でいきますと、利用人員の方なんですが、会食施設という項

目がありまして、そこは平成２８年度で人員が１万５２２人の利用があった。それに対し

て平成２９年度は約９千人。前年比でいくと８６．４％マイナス１千４２９人という状況

です。また参考と書いているんですが、レストランでの利用人員。平成２８年度で１万９

千１６５人に対して、平成２９年度で１万９千１２１人。４４人のマイナス。これ９９．

８％です、前年比。今度その下に行きますが、使用料料金の方ですが、食堂施設が前年比

で９３．２％、６千８６０万円あった部分が６千３９０万。約４７０万弱の落ち込みです。

ここの部分は、町としてはどのように捉えているのかなという事をお聞きしたいんですが。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の温泉施設の利用実績、特に緑清荘の関係の御質問かなというふうに思っており

ます。今言われたとおり、２８と２９を比較しまして会食関係、それから食堂施設等を中

心に前年度２８年度から比べまして減少している状況でございます。 

これにつきましては天気とかいろんな関係とか状況等もありますが、特に会食の部分、

それから先程言った食堂の部分について町内での宴会が減っている。それからレストラン

での会食、その他が減っているということで分析をしているところでございますが、他の

施設と比べて減少率が大きいということで、この辺につきましては当然指定管理者である

事業所と連携を取って、今後改善されるようにレストランであればメニューの改善、その

他いろんなサービス面も含めて充実させながら、ここの部分の落ち込みについては改善が

できるように取り組んで行きたいというふうに考えておりますし、こちらからも温泉施設

を管理しております業者等にも働きかけながら改善を図っていければなというふうに思っ

ている所でございます。 
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○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今課長の方から答弁いただきましたけれども、私とは認識が違っているなと思っていま

す課長がおっしゃられた落ち込みの中で、レストランの施設での落ち込みと言いましたけ

れども、レストラン９９．８％なんですよ。レストランを使用している人はそんなに変わ

ってないんです、、実は。だから食堂施設でこれだけ４７０万近くが金額ベースで落ちてい

るというのは間違いなく会食施設の利用人員が１千５００人下がっているからだと僕は思

っているんですよね。レストランの利用人員は変わっていないんで。何でこんな事になっ

ているんだろうっていう。私は私なりに色々考えさせていただきました。 

先ほど言っていた、最初の話に戻りますがテーブル及び椅子。もちろん足腰の悪い方が

おられるんでという予算案審議の時にもそんな答弁をいただきましたが、テーブルがその

片付けられる・片付けられない。片付けられるからいいなと思って予算を認めましたけど

も、実際片付けていない。結局利用者としてはもちろん足腰弱い方々には必要なのかもし

れませんが、例えば小さなお子さんとかがいるような方々の集まりですとか、そういう時

になると逆に使用しづらいんですよね。そういう集まりとかも結構ありまして、じゃあテ

ーブルを片付けて貰えるのかと言ったら片付けて貰えないんですよ。そのまま使用してく

ださいになってしまうんですよね。それだと使いたくても使えないという状況が起きてい

るってことだと僕は思っているんです。その辺はどのようにお考えでしょう。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今の伊藤委員のご質問でございますが、今おっしゃられたとおり現状として、宴会場に

つきましてはスタッキングの椅子それからテーブル等で対応しておりまして、特に高齢者

等で、足腰の悪い方に対応するという事で、そのような形で宴会場の方については行って

いるところでございます。子供さんとかが畳の下に座って対応できるようなことができな

いのかと言うか、テーブルについて片付けられないんじゃないかという話がありました。 

今現状については、そのようにスタッキングで取り替えするような対応をしているとこ

ろでございまして、一部Ｃ館の２階になりますが、奥の広い和室と言いますか、そこでは

要望があれば座って低いテーブルでも対応は可能とは言っていただいて、そういうような

対応もできるかなというふうに思っておりますが、現状ではテーブルを宴会場にずっと置

いた形の中で行っているところでございます。今後、もし改善等ができるのであればまた

業者等々とお話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。 

また緑清荘に休憩室がございまして、そちらのお風呂の方の休憩室の中で低いテーブル

がありますので、そちらの方でレストランのランチも対応が可能ということで聞いており

ますので、そのような利用を進めたりしてできる範囲で対応ができればなというふうに思

うところでございます。 
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○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の課長答弁の中で、もし改善できるのであれば、そうじゃないと思うんです。これ改

善しなきゃ駄目なんです。最後におっしゃられました休憩所、そこも利用できるのは知っ

ています。でも利用の仕方が違うんです。最初からそこの予約を取ってコミュニケーショ

ンをとるっていう場所ではない。利用はできるけど。 

ちょっとしつこいようになりますけれども、結局テーブル席の問題及びそこで提供され

る食の質と言いますか、町民感情から言えば飽きがきているという部分もよく話聞いてい

ます。そういうものを改善していかないと。 

元々緑清荘というのは町民にとってコミュニケーションを密に取って行くっていう、そ

ういう会合をしていく。そういう観点からすれば、どう考えても守っていかなきゃいけな

い施設ですし、また利用されやすい施設という形であるべきだと私は思っております。先

程来おっしゃっています高齢者の方、足腰の弱い方々の部分で考えれば、確かにテーブル

席が必要なんですが、改善策としては片づけられるようなテーブルを購入したのであれば、

一回一回片づけてもらう。利用者にあった管理運営の仕方というのが絶対的に大事になっ

て、その部分がちょっと欠如しているんじゃないかなと厳しい言葉になりますが、その部

分はやはり町がかかわっている以上改善できるものはしていくような事を言っていくので

はなく、改善させるという形で取り組んでいかないと駄目だと私は思いますが、町として

はどのような考えですか。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今御質問の中にありましたテーブル席。それから提供される料理の質の関係も出ました。

この関係につきましても、業者の方にも伝えていきたいというふうに思っております。特

にテーブルの関係等でございますが、今ここですぐできるという話はできない部分があり

ますが、伊藤委員からいろんな御意見出ました、当然指定管理に出しているということは、

経費の問題だけではなく、一番は利用しやすい施設づくりというのが出てくるのかなとい

うふうに思います。特に町民にとってここの緑清荘が使いやすく、また町外からも人がた

くさん来れるようにさっきの繰り返しになりますが、当然改善できるものは改善していく

ということで、こちらからも強く働きかけながら利用者が増えるような方策をとっていき

たいというふうに思っているところでございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。池下委員。 
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○池下委員 

 ちょっと関連になるんですけども、新栄小学校に確かに旧レストハウスで使っていたテ

ーブルや椅子は全部保管してありますけども、本当は緑清荘がテーブル椅子を入れ替える

時に本当に良いチャンスではないかなというふうに思ったんですが、町側が新しく入れる

ということで予算をつけていましたけども、今でも眠っている新栄小学校にあるテーブル

椅子っていうのは、今後どのように使っていくのか。もう何年も前になりますけども何年

間も眠っているわけですよ。今後どのように活用していこうとしているのか、今の段階で

町はどのように考えているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今の新栄小に眠っているテーブルの関係でございますが、この関係につきましては現状

で例えば町内のイベント等でもし希望があれば活用して行きたいというふうに思っており

ますが、もし今後活用方法等見い出せない場合については、当然テーブル以外の備品も新

栄小学校の方に入れている部分がございます。その辺についても例えば利用していただけ

る方も含めて、売却ですとか他の施設で使えるものがありましたら、今言ったテーブルも

そうですけども、積極的に眠らせておくだけではなくて活用方法をいろんな施設、それか

ら、今後使用が見込まれない場合については売却等も含めて検討していければなというふ

うに思っているところでございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 もう何年も経つんですよ。今課長言いましたように、希望があればということなんです

が、何年間もずっとそのままにしておいて、全然アクションがないんですよね。町側から。

個人の方で希望すればと言っても、町側がそういうアクションを起こさない限り、町民の

方はくださいとは言えないですよ。 

それとせっかく何十脚も何テーブルもいっぱいあるわけですから、上手く活用するため

には緑清荘で使えなかったわけですから､例えば自治会館を持っているところも結構あり

ますから、そういうところに打診して必要であれば安く買い取ってもらえないですかとか、

そういった案もあるんですよ。常にそういった前向きに今まで使っていたものを無駄にし

ないためには、やっぱり行政側が自らアクションを起こさないと町民側からはなかなかア

クセスはないと思うんですよ。町民の中には、あれはもう全部廃棄したものと思っている

方もおりますので、ぜひ早急にその辺を改善していってもらいたいと思います。 

それとちょっと項目違いますけども、パパスランドの管理運営事業費についてお伺いし

たいと思います。指定管理料が、昨年今年と８８５万６千円というふうになっております。
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パパスランドというのは建物を新しくする前、指定管理料が１千８００万円でありました。

このときはパパスの指定管理業者が緑温泉も一緒に運営していた。そういう経緯がありま

す。後に改築ということに進んでいくわけですが、その時の町の説明では指定管理料がお

よそ３分の１の６００万円ぐらいになるだろうっていう説明だった。 

現在は、緑温泉が別の指定管理に代わりましたので、緑は緑で出していますけども、両

方合わせるとだいたい１千６００万ぐらいになります。以前と２００万程度しか変わって

いない。特にパパスランドの場合は道の駅ということもありまして緑温泉よりも数段利益

が出ているというふうに私も考えますが、今後もパパスランドの指定管理料を変えるつも

りがないのか、それとも、これから先考えていこうと思っているか、その辺をちょっとお

伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 まず、前段の備品の関係でございます。町なり公共施設、その他で活用して今現在活用

していない部分については有効に活用できるように今後行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。 

それからパパスランドの指定管理の委託料の関係でございます。今委員おっしゃられた

とおり、一番最初のときには１千８００万。それから２６年度のときに、今現在は２７年

度から５カ年ということで指定業者の方と結んで８８５万６千円ということで、２８・２

９ということで、年額にするとそのような委託料をお支払しているところでございます。 

この委託料につきましては当初２８年からの部分で２７年度に募集した段階で色々積算

しながら、この委託料の方を計算して５年間の委託料を積算したところでございます。単

年度ごとについては、それぞれの年ごとに、また年次計画で行っているところでございま

すが、現状は今のところ大きな何か要因がない限りは、この５年間については基本的には

この８８５万６千円の当初サインした委託料で進めていきたいというふうに考えていると

ころでございますが、何か大きな要因がございましたら、また検討を委託についてはしな

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。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 課長の答弁でこのままの金額でやっていくということなんですが、やはり道の駅ですか

ら来客する方も多いです。最近この春からずっとそうなんですが、道の駅のレストランで

平日定休日をつくっているとか、さまざまな問題が起こっております。やはり毎年こうや

って指定管理委託料を払うのであれば、確かに言いづらい面もあるのかもしれないですけ

れども、先ほどの緑清荘の問題と同じように、指定管理をさせている以上はお金も出すけ

ど口も出すということで、しっかりやっていただかないと変わっていかないんですよ。そ
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こら辺を踏まえて町ぐるみで変えていこうというふうな気持ちがないとなかなか難しいの

かなというふうに思いますが、いろんな問題が起こっている部分に関しても町側はもっと

強く言うべきかなと私は思いますので、そこら辺はどういうふうに考えているのかお伺い

したいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 基本的にパパスランドのまず指定管理の委託料の関係でございますが、この委託料につ

いては温泉部分の経費にかかる温泉施設分の委託料ということで、まずご理解をいただき

たいというふうに思います。経費を当初５年間の指定管理とするときに、前年度分の積算

をしながら５年間の温泉施設にかかる分の色々な温泉施設の入浴料、それから温泉部分に

かかる人件費ですとか、その他の経費を積算しまして、温泉施設の使用料とかかる経費を

引いて差し引きでこの委託料の方については積算をしているところでございます。 

また先ほどレストランの関係のお話が出ました。今現在も含めて数カ月前から週一回休

日ということで、レストランについては今現在運営しているところでございます。基本的

には年中無休ということで進めているところでございますが、厨房部分の人的な部分等も

含めて対応が難しいということで、今現在週１回でしたが、今月から月３回なり４回とい

うことで、毎週ではなく、厨房にもある程度人が入ったということで、解消がされつつあ

るということでありまして、休日についても減らせるような形で、また会社側と話ができ

ればなというふうに思っているところでございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 パパスに関連してというような感じの部分なんですけど。予算の時にちょっと私も質問

した経緯がありますので、返答していただきたいなと思っています。機械の借上料なんで

すけど、ポスレジの部分です。これ２９年の１１月でリース期間が終わって、その後、リ

ースの後は買い取りになったというような形になっているのかな。今も使っているから買

い取りじゃないかな。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ポスレジの関係でございますが、リース契約が終わりまして、業者から町の物になった

ということで、町の物をパパスランドの方に無償で譲渡をしているというような形でござ

います。 
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○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 いいですか。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 申し訳ございません。無償で貸し付けをしているところでございます。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 恐らく今使っているから、買い取ったんだなと思っていたんですけど、ただその時に予

算の時に入っているんですけど、どのように生かされているんですかという部分を僕、質

問していると思うんですよね。そこで執行側からは、人件費の削減。そして今までより一

層活用していただけるような形を取りたいという返答があったわけなんですけど、実際ど

のように人件費が削減されて、より一層の活用をしていただいているような方向になって

いるのかというところの答弁をお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ポスレジの活用の関係でございますが、ポスレジについては温泉の部分、それからレス

トラン、それから売店の部分で活用しているところでございます。当然その日のバーコー

ドによりまして金額なり、またどの商品が販売されたかというのが、すべて解るわけでご

ざいまして、その環境を今後の販売の部分と結びつけていくような形をとるために積算さ

れた数値を会社の方で活用していくということでございまして、なかなか人件費の削減ま

でには繋がっていないのかなと思いますが、そこまで繋がれば良いのかなというふうに思

っていますが、現状ではそれぞれ商品ですとか、その他の関係で色々今後のサービス向上

のために、活用をということで進められているところでございます。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 無償で貸し付けしているという部分で決して安い金額ではなかったと思うんですよね。

きちっと投資されたわけでそういう部分で、その当初の計画というか、そういうものがき
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ちっと遂行されている形のものを取られたらいかがかなと思っています。そんな中で既に

この２９年の段階で４年５年経っているわけですけど、無償で貸して機械が持つのかちょ

っと解りませんけど、長く使っていただきまして、有効活用していただける形をとってい

ただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今委員おっしゃられたとおり、ポスレジが有効に活用していただけるよう、こちらから

も働きかけをしていきたいと思っているところでございます。 

 

○勝又副委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 

○前中委員長 

 他に。河口委員。 

 

○河口委員 

 全体的に温泉施設は、我が町の滞在型の観光資源として非常に大切な部分だろうと思っ

ておりますし、特に緑清荘はまさしく滞在の拠点になっている部分になりますので、より

良くさらに向上を目指して運営していただきたいんですけども、この３施設ともにネット

上は非常に評判は良いと思っております。 

ただ、緑清荘については、今いろんな議員から質問があったように不満も出ている。そ

れは他の施設と違って、緑清荘は委託という部分が大きいんだろうと思っておりますし、

先ほどの椅子、その他備品についてはやはり有効に町側がこれを何とか使う方法ないだろ

うかっていうことよりは、むしろこういうものを用意してほしいんだけどっていう当事者

からの要求がメインなんだろうと思っています。ただ毎年いろんな問題が出てきながら、

今回もこういう長い時間の部分で討議して、それがどうやって活きていくのかっていうこ

とが大事なんだろうと思うんです。 

決算の中でおかしな話ですけども、いろんな施設が、町民からどうやって評価を受ける

かっていう評価方法を検討されたら良いのかなと思いますね。ぜひこの部分を何とかして

欲しいだとか、色んな利用される方の声が反映できる評価基準を、要するに一般で言う学

校で言うと通知表という形みたいなものを出して、更にこの３施設が同じ温泉でも、こち

らに来てくださいという切磋琢磨できる工夫を町側は仕掛けていただきたいなと思います。

同じような議論が毎年同じように開かれるんじゃなくて、少しでも良くなる工夫を行うた

めには、評価方法だとか、この辺を是非やって、その評価の中にインセンティブ、何した

ら得になるのかっていう部分をぜひ検討してきて、次に将来ともに切磋琢磨できる方法を

検討していただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま河口委員の御質問、特に緑清荘の関係も出ておりましたが、この温泉３施設、

今現在指定管理ということで町の方と行なっているところでございます。 

町の方としましては指定管理の連絡会議等を開きながら、その中で評価とまた会社から

来ていただきまして、聞き取りをしながら行っているところでございます。また担当課で

は毎年、収入それから利用者数等を参考に、こちらからの要望事項、また向こうからの要

望事項等聞き取りをしているところでございます。 

それぞれの施設へ行きましては、当然顧客の満足度を図るということで、それぞれ対応

いただいているところでございますが、先程言ったとおり、ネットでは結構評判が良いと

いう話もしていただきましたが、利用者からの当然苦情も含めた評価と言いますか、そう

いうような声を当然反映していかなきゃならないのかなというふうに思っておりますし、

いろいろな場、今日もそうですが色んなところで出た意見を反映できる体制を取っていき

たいというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 ぜひ前向きに議論いただきたいと思うんですが、ただ、当事者と行政側の置かれた立場

が違うもんですから、どうしても受け側に立っての回答が多いのかなと。特に私は緑清荘

については色々と当事者側とも話しながら、やっぱりどうしても聞いてもらえなければ行

政側にお話をしていくという事が多々ありました。やはり前向きなことでどうやって評価

基準が自分たちにとって得になるのかという仕組みを作らなければ駄目なので、ぜひこの

辺はできる・できないは別として検討していただきたいなと思いますのでよろしくお願い

します。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今委員の御意見等も参考にしながら、また温泉施設が良くなるような形がとれるような

方法を取っていければなというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。なければ、４目広報費３３ページ。河口委員。 
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○河口委員 

 広報費の中のホームページ運営事業費９４万４千７２０円。これが計上されていますが、

毎年ずっと９５万円が業務事業費として出ておりますが、今回３０年度でコンテンツの書

き換えということで３３０万予算化されておりますけども、２９年度、３０年度で新しい

ホームページができ上がりますよということで、２９年度も従来と同じ運営費かかってお

ります。どういう形で新しく運営の費用の内容が、例えば２９年度にしてはどこが変わっ

てきているのだろうか。どこまでが書き換えだとか、その業者との契約になっているのか

っていう部分がちょっと知りたいんですが、中身は相当古い写真とか、いろんなことがず

っときているんですね、過去。そして今回３３０万の予算をしながらまだ何も変わってき

てないっていう部分については何とか早く、これは１２月以降になるというお話ですけど、

１年かけて出来るんではなくて、予算はすでにその前から作っているわけですから。 

ただ２９年度の予算の中で、議会のそれなりの方向だとか、いろんな書きかえは確かに

あるんですけども、全体的な書き換えはどこまでがその９５万の範囲になっているのかっ

ていうのをお聞きしたいんですけれども。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず２９年度の方の話でありますけども、この９５万４千７２０円の部分につきまして

は、御承知のとおり、清里町のホームページにつきましてはクラウド型でございますから、

サーバーの保守管理というような部分が主なことになるのかなというふうに思います。で

すからこの金額については、今後についてもこの新しくホームページがリニューアルされ

てもさほど変わりがないのかなというふうに思っております。 

また３０年度の方の中身になりますんで、細かいお話はいたしませんけども先日の予算

委員会のときにも私の方でお話しさせていただいたとおり、できるだけ早い段階で中身を

リニューアルしていくというようなお話をさせていただきましたけども、そのリニューア

ルに際しまして、現状の部分を各原課の方でもチェックしていただいたり、新たに書き加

えられるところ、修復するところ、削除するところ、いろいろ作業をしている部分に時間

も要するところもありますんで、大変恐縮ではありますけども、ある程度の時間は必要か

なというふうに思います。 

どちらにしてもこのホームページによりまして、ホームページを見る方々、利用される

方々が利用しやすいホームページをつくっていきたいというふうに思っておりますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 今の説明の中でサーバーの管理というお話があったんで、これはクラウド化されている
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んじゃないんでしょうか。この機器の補修っていうのは、無いと解釈していたんですけど

も。 

ここで質問したいのは町の予算の中で、焼酎工場も約４５万、観光協会の予算の中にも、

約４３万。９０万近いホームページの予算の中の明細に入っております。合わせると１８

０万が、このホームページで町が使っているんだということについて、これ何とか簡素化

して同じリンクの形をとっていますけれども、それぞれに予算化でなくて１本化の中で、

先ほど課長が言われました各部署で色々検査しながら１つにまとめて、１８０万じゃない、

そしたらこれが１５０万になるのか、どうやったら下げられるのかという工夫を是非やっ

ていただきたいなと思うんですけども、その辺は無理なのかどうか、ちょっと検討してい

ただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ちょっと私の方で技術的なことを申し上げられませんけども、それぞれ町のホームペー

ジ、それから観光協会、それから焼酎醸造所。それぞれのサーバー会社と言いますか、管

理している会社が異なっているのかなという部分の中で、それぞれの計上かなという部分

があります。さらには焼酎工場につきましては、いわゆるネット販売というんですか、通

信販売。そういった機能も持っていますし、そういったもの同士を１つの会社にサーバが

今まで長い間分けていたものを１つに出来るのかどうかと、そういう技術的な部分等々の

検討もしなければならないのかなというふうに思っております。 

いずれにしましても、どういった部分でそういった金額を節減出来るのかという部分は

一緒にするだけではなくて大所高所いろんな方法も含めて検討しなければならないのかな

というふうに思っております。 

いずれにしても安定したそういった保守管理をしなければならないということと、先ほ

ど申し上げました利用者が利用しやすいホームページにしなければならないということを

念頭に置きながら、そういった節減の方法についても検討として参りたいと思っておりま

す。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 是非検討していただいて、皆さんも御存じのように、焼酎工場あるいは観光協会のホー

ムページが一元化出来ない内容なのかというと、決してそうではないと理解しております

ので、今回の新しくホームページを刷新される中で、例えば 1 本化できる工夫も１つかな

と思っています。若干この作成の中で増えても、それぞれが管理運営費を持たないで、1

本化できる工夫を是非やっていただきたいと思います。 
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そして利用しやすいということよりも、もう１つはやはり新しい情報を常に流し込むわ

けですから、これは業者でないとできない部分じゃなくて、本当に今の情報を流せる、こ

この行政の中で自前で出来る所も是非検討していただきたいと思います。以上です。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 河口委員の御意見、十分に参考にさせていただきながら、今後ともより良いホームペー

ジ作成に留意して参りたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 はい。 

 

○前中委員長 

 5 目自治振興費３３ページから３４ページ。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 ３４ページの地域活動推進事業についてお伺いします。成果の説明の書類の中にも内訳

が出ているわけですけど、当初の予算額が１千３５０万円で、９８０万消化されてない部

分なんですけど、共創のまちづくりの中で３００万予算つけているんですけど、実際には

１５０万ということで、１２事業９団体予定していたのが５事業５団体と約半分以下にな

っているわけなんですよね。それで実態がこうなっちゃったというような部分で、解釈す

る部分なんです。 

実際にまち・ひと・しごとの関係の中でも、札弦、そして緑地区の振興のことは謳って

おります。そこがっていうことではないですけど、あくまでもやっぱり住民達が自主的に

きちっといろんな事業に取り組んでいくことが、国が言う、地方創生という形で地域が生

き残っていける、そういうような形じゃないかなって思うんですよね。そういう中で少し

でも、当然高齢化も進んで、人も少なくなってくるわけなんですけども、きちっとその地

域でいろんな形でその自治体自治会とかそういうところが機能していけるような形のもの

が、うちの町においても１つの課題じゃないかなという、そのように感じる部分なんです

よね。実際にはその半分以下の公募型のそういう事業の取り組みしかなかったという部分

での１つコメントをいただきたいなと思っています。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まちづくり事業につきましては、御承知のとおり、それぞれの地域やまちづくり団体等々

が町の活性化、地域の活性化のためにそれぞれ事業を起こして、それを実行するというよ

うなものであります。２９年度の共創のまちづくりの件数は、お話しのとおり７件の事業

実績ということになっておりまして、それぞれの地域や町の活性化のためにご尽力をいた

だいているところでございます。 

そういった部分で勝又委員のお話のとおり、札弦や緑地域でもこういった取り組みが行

われている部分もございますけども、まだまだ可能性があるようなところもございます。

そういった部分の町としての後押しも必要かなというふうに思っておりますので、この活

用方法についてもいろんな形で、自治会やそういった組織、住民の方々にＰＲをしていき

ながら町としても協力できるところは協力しながら、町の活性化に努めていきたいという

ふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 まだまだ可能性はあるということで、町も協力したいということなんですけど、可能性

をどう引き出して協力していくかということでないかなと思っているんですけど。 

僕はその地域が実際に公募型も少なくなっているということで、どんどん先細りになっ

ていくような形でそんなことを考えることすらできなくなるような状況に陥っていくとい

うことの、そういう事態だけは避けていただきたいなと。緑地区においても、地域おこし

協力隊。まだ見つかってないのかどうなのかわかりませんけど、そういう意味できちっと

やっぱり地域支援をしていただいているような形をそういう方に入ってもらってというよ

うなことを提案したことはあると思うんですよね。そういうことでないと、どんどん緑、

そして札弦地区も含めてだんだん自分たちで何もできなくなっていくような事態に陥って

いくじゃないかなと、そのように感じる部分なんですよね。自分たちでどうしていったら

いいかわからない部分で、いかにその行政がそのことに手を差し伸べてやって行けるかな

と。あくまでもだけど、地域は１つの地域の自発性というかは引き出して行かなくちゃい

けない部分だと思っています。そんな中できちっとやっぱり自分たちのその集落をきちっ

と維持しながら進んでいけるような形のものっていうのは将来的にとっていただきたいな

と。その事業が計画どおりに十分達成できる形ものを今後ともとっていただきたいなと要

望するところです。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今後の自主的な地域の活性化は非常に難しい問題ではございますけども、３０年度もや

っていただいておりますけども、全く行政なり、そういった団体が関わらないで住民組織
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だけでやっているようなイベント事業もございますし、かなりの段階で自治会やそういっ

た協力団体が協力しているような事情もございます。 

そういった部分の役割分担というのは、今後とも十分に必要なのかなというふうに思い

ます。自分たちでできることは自分たちでやっていただく、町が協力しなければならない

ようなことを各団体が協力しなければならないことを一緒に協働してやらなきゃならない

ところにつきましては、当然のことながら、町もある意味リーダーシップをとってやって

いかなければならないというふうに思っておりますし、今お話しに出ました緑の活性化に

つきましては、ただいま行政と地域のかけ橋となる地域おこし協力隊を募集しているとこ

ろでございますし、今後道総研等々の力も借りながら、緑地域の状況等についても調査研

究を始める準備もしているところでございますので、いろんな組織団体等の協力もいただ

きながら、オール清里ですべての住民の方々の力を結集して、地域の活性化に努めてまい

りたいというふうに思っておりますのでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 今年の予算の時もそのことを聞いたか忘れましたけど、返ってくる答弁としては言葉の

綺麗ごとで片づけているような部分ではないかなとちょっと思うんです。 

トップが、地域がどうしていくんだという考え方が念頭にないと、僕は地域はそのこと

を主にして動いていくような形がとれるんじゃないかなと思います。ただ、どんどん高齢

化も進むし、当然緑地区においては住めなくなってきている状況がもう切々と迫ってきて

いることだけは確かですよね。そのことに対して行政のトップがどういう形の考え方で地

域をつくっていくんだという考え方がきちっとしてないと、いくら地域の尻叩いてどう動

いてっていうことになっても動かないと思いますよ。 

日本全国うちと同じような形のケースはもうたくさんあると思います。その中にもやっ

ぱりきちっと頑張っているところは頑張っているわけですから、そういう中でそういう事

例も参考にしながら、取り組みしていかないと。本当にますます限界集落という形になっ

ていくなと思いますけど。そこについてどうでしょう。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 委員のおっしゃるとおりかなというふうに思います。統一的に地域全部が同じような方

法や手法をとるのではなくて、その地域その地域にあった手法や取り組み方があるのかな

というふうに思っております。そういった部分でしっかりと地域の方々と膝を交えて話し

合いということは当然のことでありますけども、そういった地域の実態も調べながら、そ

の地域の可能性や今後地域の状況を含めながら、ある時にはその活性化というよりも、そ

ういった違う道を選ばなければならないこともあるかというふうにも思いますので、そう
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いった部分も含めて、時間を余りかけずにそういった対策も十分に考えて参りたいという

ふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 ほかにございませんか。６目、交通安全対策費、３４ページ。ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

７目、防災対策費、３４ページから３５ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

８目、町有林管理費、３５ページ。河口委員。 

 

○河口委員 

 町有林管理費で当初予算９３９万５千円ありまして、その中で町有林新植事業というの

がなくなっているわけですけども、これは今後どういう形で進んでいくのか。 

 

○前中委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ２９年度に計画しました新植事業につきましては、入札の予定をしておりましたが、入

札指名業者のほうで、他の業務の都合により入札を辞退された関係から入札を執行できな

かった状況にあります。その部分に関しましては本年度にまわして、今年度の新植事業と

してやる予定でございます。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 この計画立てた時点で当然町の業者は限られてくるところですけれども、この辺の把握

できなかったのか、今年度については、もう既に半分過ぎていますけれども、本年度で出

来るのかということは確認されているんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 新植のできる業者は限られています。それで昨年につきましては、例年通りの時期に新

植事業も入札を行ったわけですが、その時点で示した業者の他の業務の受注の関係は把握



40 

できなかったわけです。それで今年度に関しまして、その対応策として入札時期を早めて、

今月入札を予定しております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。何かございませんか。ここで１０時５０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１０時５０分 

 

○前中委員長 

 ここで休憩を解きます。９目総合庁舎管理費３６ページ。ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

１０目、清里地域資源活用交流促進施設費、３６ページから３８ページ。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ３６ページ。町民会館管理運営事業費なんですけれども、今回９月の６日、大きな地震

によって全町的に停電は起こったわけです。たまたまその時、ある方の告別式が行われて

いるという状況でした。電源がどうしてもないということで、ソーラーパネルは売電とな

っていますが、この非常時にソーラーパネルを使って電源をとることが、まず出来るのか

できないのか、まずお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 町民会館のソーラーパネルの関係だと思いますが、この町民会館で屋上の方にソーラー

パネルを設置しているところでございますが、この町民会館の分については、役場の消防

側にもありまして、そちらの方に電気の電源がありまして、そこから今回についても電源

を取って、実は携帯電話の充電とかそういうような対応をしたところでございまして、町

民会館については、そちらの消防の方のところに電気の関係はそちらで使うような形にな

っているところです。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 よく解ってないのでお聞きするんですが、６日の日の告別式で使用された電源に関して

は、発電機を回していたっていうイメージがあるんですが、どうでしょう。 
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○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 町民会館の方で避難所を開設しました。またその時に携帯電話の充電の方も発電機で対

応したところでございます。また消防の横のソーラーパネルにつきましては、そこで日中

太陽が照ったときには、そちらの方のパネルを使って充電を対応したところでございます。 

 

○前中委員長 

 問題の指摘、町民会館で使えるか使えないかとだと思うんですけれど。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 町民会館の屋根に設置しているソーラーパネルにつきましては使用ができないというこ

とでございます。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今課長おっしゃられた非常時例えば、携帯電話の充電なんかも扱ったと。今言ったとお

り町民会館施設自体の電気が屋上にあるソーラーパネルでは使用できないということでよ

ろしいんですよね。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 確認する時間をちょっといただきたいと思いますが、基本的には町民会館の屋上のソー

ラーパネルにつきましては、庁舎の方に行っているわけでございまして、そこから引けば

使用は可能かなと思います。もう一度整理させていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 解らないで御質問させてもらっているんですが、単純に普通の感覚でいきますと、ここ

は災害時には避難所に指定されているわけで、そこにあるソーラーパネル等が電源供給と

して使えるのであれば凄く良いことだとは思うんですよね。 

ただもともと売電用なので、業者とかの確認も取らなきゃいけないでしょうし、いろん
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な絡みがあると思うんです。ただ、もしやり方によってはその非常時においては使えると

いう方策があるのであれば、町民感情からいっても避難所にそういうものがあるのに何で

使えないんだと当然思いますし、ただ何らかの非常時に対してさらには避難所ということ

に関して、そういう使い方がもしできるのであれば、模索をしていただきたいですし、町

民にもかなり安心感を与えると思いますんで、今は無理だという事が分かっていますから、

後々でよろしいので回答をいただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今の御意見でございますが、今回本当に長時間にわたる停電、地震による停電によりま

して、いろいろ問題点、課題が浮彫と言いますか、見えてきました。 

特に町民会館が避難所という話も出ましたが、役場自体が対策本部ということで、役場

自体の電源、それから避難所の電源の確保というのが、本当に大きな課題というふうに認

識しております。その辺含めまして、有事の時、また非常時に何らかでソーラーパネルも

そうですけども、それらも含めて、また非常時用電源の話がもしかしたら出るかもしれま

せん。避難所、役場の災害対策事務所が、まずは機能が発揮できる体制づくりが必要かな

というふうに思っておりますし、町民の方にも何らかの形で供給ができないか考えて行き

たいというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。さらに関連し、もう１点なんですが、町民会館において、平成２９年の

予算の時かいろいろな常任委員会ですとか、また議会の中でも言わさせていただいている

んですけども、今回の告別式がありまして、その場で自動販売機がないとまた言われるん

ですね。その部分に関して、課長の方から今後検討していきたいという答弁いただいてい

ますが、その検討がどういうふうになったのか。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今の町民会館における自動販売機の関係で、伊藤委員の方からも御質問等をいただいた

ところでございます。自動販売機の関係は公共施設にも何台かは場所によって置いている

ところでございまして、公共施設の関係で、実は自動販売機が壊されたりとか、過去ござ

いました。町民会館は常時人がいないということで、そういうような場所の関係の検討も

進めていた部分と、有事の関係で特に今回もそうでしたが避難場所ということにもなって
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ございますし、総体的に自動販売機の設置を葬儀で使われる方の利便性、それから今回み

たいな災害等の対応できるような形を含めて協定結んでいる業者もありますので、災害時

に対応できる自動販売機を前向きに検討していきたいというふうに思っているところです。

業者の方といろいろ話しているんですけども、停電時に使える自動販売機もいろいろある

みたいなんで、今回上手くいかなかったところもあるみたいなんですけども、その辺も含

めて前向き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。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかにございませんか。次１１目支所及び出張所費、１２目札弦地域

資源活用交流促進施設費、１３目緑センター費３７ページから３８ページ。一括で審査願

います。ございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 札弦センターの水道は光熱水費で９３万９千１４１。町民会館が６７万４千円、緑が６

２万１千円。札弦がかなり高いというのは理由があるのでしょうか。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 詳細な理由はわかりませんが使用頻度によって、これだけの金額がかかっているのかと

思っております。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 ぜひ今回の停電もそうですが、どうやって電気代を少なくするのかということでも、緊

急電源確保についてでも非常に大きな部分になると思います。施設の電気容量については、

庁舎は早くからＬＥＤ化されていますが、他のところも早くＬＥＤ化することによって、

発電機の容量もかなり減ると思いますので、この辺もあわせて検討していただきたいと思

います。札弦は街灯関係が多いのか調べていただいて、他から見ると大きいかなと思いま

すので、更なる削減にどういう方法があるのかという検討していただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 只今の札弦センターにおける光熱水費、またそのほかの公共施設の関係も含めてかなと

いうふうに思いますが、節電なり出来るものについては、当然行っていきたいと思います。
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札弦センターはＬＥＤ化になっていたというふうに思っておりますが、なっていない施設

も含めて、もしあれば順次検討をしていきたいというふうに思っているところです。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 この施設以外のお話で既に過ぎたんですが、本庁舎の駐車場だとかその辺についても、

電気代の街灯部分は相当大きいですし、役場前の看板があります。これについては電気代

がかかりますから、ＬＥＤ化したらこのぐらい減りますという提案もさせていただいてい

るんですが、２年前ぐらいになりますけども、一方で売電で稼いでいます、でも高い金額

で電気代を払っている部分もありますので、しっかりと今回の節電を踏まえて検討として

いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 札弦センター以外の公共施設につきましても当然ＬＥＤ化を進めたり、節電に努めて、

電気代の経費削減に努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ので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかにございますか。副町長。 

 

○副町長（宇野充君) 

 町民会館のソーラーの関係、私の知る限りでご答弁申し上げます。町民会館のソーラー

については、電源を全て庁舎の方に回している方式をとっております。それで、消防の方

のソーラーを切りかえてコンセントを持って今回やったんですけども、充電スポットとし

て皆さんに提供した経緯、今回の停電災害を教訓に町民会館のソーラーについても同じよ

うなものができるかどうか検討しますし、このソーラーの容量だけで、町民会館の電源を

すべて賄うことは出来ないわけでございます。足りない分は発電機で早急にやったという

事が、今回の現状でございますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。関連ですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 今の副町長の答弁の中でこっちは売電じゃなくて連携で使われていますよという解釈で

良いんですよね。一般家庭も全て連携の状態で。ただ停電のときにどうやって使うかとい
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う考え方が、町民会館にはなかったよということなんだろうと思いますので、せっかくあ

る電源を連携だからできないとかということとは違うと思いますんで、常時検討していた

だきたい。 

 

○前中委員長 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君) 

 御案内のとおりソーラーにつきましては日中の電源でございますので、コンセントの施

設があれば延長コードでも対応できたと思うんですけれども、それにしても容量が足りな

いので、今後検討の材料かなと考えてございます。 

また庁舎職員全員不眠不休だったんですけれども、いろいろ反省点がございました。今

回この災害は厚真町から言ったら全然幸いな事ながら、うちについては人的災害もござい

ませんでしたし、これを教訓にこれがだめだった、職員もそれぞれ思っておりますので、

出し合って少しずつ改善していきたいというふうに考えてございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。次に移ります。１４目町民活動施設費、３８ページから３９ページ。

よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

３９ページ。町民活動費の土地使用料についてお伺いします。金額は４８万８千円とい

うふうになっているんですが、説明書類、使用料及び賃借料ということで５２万４千円と

なっております。この賃借料は何の賃借料かお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 町民活動施設の賃借料の関係でございますが、土地使用料が４８万８千円、自動車借上

料が２万１千円、テレビ受信料が８万４千５４５円。合せての総体金額ということになり

ます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 昨日の代表監査の時に、施設管理業務委託について指摘されている分があったんですが、

活動施設の話かなというふうに私は思うんですが、昨日の書類がありまして、契約外の費

用を町が負担しているケースがあるということですが、これはどう言ったことなのか、こ



46 

の施設の分かなと思うんですが。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの池下委員の御質問の関係でございますが、監査委員さんから指摘を受けた関

係につきましては町民活動施設の関係ではございますが、今の土地の関係ではございませ

んで、冬期間の除雪の関係の御指摘でございました。 

内容としましては町民活動施設と業務委託の方を結んでいるところでございますが、そ

の中に当然施設それから周辺の清掃、冬期間の除雪を含むという項目が通常の管理以外に

ございます。その分当然業務委託費に除雪の関係も入ってはいるんですけども、大きな雪

が降った時、排雪の時にかかる経費について通常の先ほど言った、委託契約では通常の機

械でできる部分の経費ということで見込んでいるんですけども、大雪や排雪が必要な時に

は、大きな機械を借りなければならないということで、農家の方に来ていただいて排雪を

していただいているんですけど、その経費をその委託料とは別に２９年から予算化をしま

して、そちらの方で通常の除雪外の部分ということでこちらの方は認識してそれを支出し

たというような内容でございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 委託契約の中に最初は入ってなかったってことですか。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 通常の除雪分は入っているんですけども、それ以外に大雪の方については入っていない

ということで、別に予算の方を組まさせていただいて、執行しているというところでござ

います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 最初の契約中に、これは１度も含まれたことがないということですか。契約書の中に大

きな雪とか小さな雪とかじゃなくて、雪が降った場合の除雪に関する部分に関しては、こ

の業務委託費の中にちゃんと業務委託先とこういう約束事の書類を交わしてなかったとい
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うことですか。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 委託の前については直営でやっていた分がございます。また今言いましたとおり通常の

除雪部分の関係しか委託料の中には含んでいなかったということで、相手側といろいろ協

議をしまして、その分については別予算の方を組むということで、こちらも対応させてい

ただいたところでございます。そのような今回支出をしたということでございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

これ、細かな金額の話なんですけども、監査の方が指摘したってことは、本来は、町が

支払うべきでないお金を町が支払っているというふうに捉えるんですけども、今回そうい

う契約書が取り交わされていないのであれば、しょうがないのかなと思うんですけれども、

今後はそういった部分についても契約書の中にしっかりと織り込んでいかなければ、同じ

ことの繰り返しになると思います。それをしっかりとやってもらいたいと思うんです。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今池下委員おっしゃられたとおり、本来であれば全ての業務が契約書なり仕様書の中で、

謳われるのが一番かなというふうに思っていうところでございます。今回町民活動施設、

またそれ以外の施設との委託もあるかと思いますが、契約書なり仕様書をもう一度きちん

と見直して、精査をして相手方と契約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。 

 

○前中委員長 

 次に移ります、１５目顕彰費、１６目報酬等審議会費３９ページ、一括で審査願います。

よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

１７目職員福利厚生費、３９ページから４０ページ。池下委員。 

 

 

○池下委員 
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 ３９ページ、職員福利厚生費の職員住宅管理事業費で、単身者の住宅建設に関して昨年

と今年と１棟ずつ職員住宅ということで８名、金額的には１棟あたり、４千８００万ぐら

いですか。 

この問題で質問したいなと思ったのは、金額の問題ではありません。８名の方引っ越し

てきまして、実は私と同じ班で役場職員でありますから、当然引っ越しが終わった後、同

じ自治会、同じ班に住んでいるということで、挨拶に来るのかなというふうに私は思って

いたんですが、実は８名引越して来たのは１名です。決算の時にするべきではないと思う

んですがやはり公務員ですから。私のところにも同じ班の方が来て、役場職員の方が引越

し来ましたよね。来ませんけどどうなっているのと私、苦情をいただきました。自治会の

イベント等もあります。参加しておりません。やはりこういう小さな町ですから役場職員

として住民と常にコミュニケーションをとるような、そういった常識的な問題かなという

ふうに私は捉えておりますけど、町長はじめ管理職の方々がいっぱいおります。今後こう

いう若い方々の教育をもう一度改めて行ってもらいたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま池下委員の御意見でございますが、公務員というよりも清里町役場職員として

自治会活動なり、地域のイベント等で積極的に参加するよう町民として参加していくよう

に、こちらからも促していきたいと思います。自らもそのようにしていきたいということ

でございます。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。次に１８目行政情報システム管理費、４０ページから４２ページ。

河口委員。 

 

○河口委員 

 ２項目質問事項があるんですけども、地域イントラネット運営事業費が毎年かかってい

るわけですけども、これについては委員会の中でも質問させていただいて、今後どういう

形で進めるかっていうことも検討したいという答弁を課長からいただいておりますが、今

イントラネットの非常に早くから光ファイバー網を公共施設関係で結んだという事では、

非常に新しい試みも早くからされただろうと思います。その設備が今、ＩＲＵというこの

新しい光網が出来た時点で、今現在どのように、この部分が活用されているのかというこ

とについてちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君） 

 この地域イントラネットの管理運営事業の関係でございますが、これについては役場で

すとか、プラネットそれから保健センターもあります、各行政機関でございますが、それ

を結ぶ高速ネットワークということで、光ファイバーがひかれた後についてはその様に各

公共施設間のネットワークをスムーズに行うような形で、取り組んでいるところでござい

ます。 

 

○河口委員 

 答弁いただいたのは十分理解している中で、今実際に利用できているのがどこなのかっ

て言った時、学習センターと保健センター、札弦センターがあるのかなと思うんですけど

も、ただ緑小学校、各出先のところに端末全部ありました。すべて撤去されて動いていな

い。プラネット、緑清荘さん、端末については全部撤去している状態の中で、最初に計画

されたのは、設備が現実に大きいから保守点検は１千万を超える程度が毎年必要になって

くるんだろうと思いますし、将来に向けたときに光岳小学校さんも、来年閉校になる。実

際繋がっている部分が学習センター、保健センターだけなんだろうと思いますね。あと他

については、今、当然ＩＲＵ料金を使った方がはるかに保守点検含めて必要かなと思いま

すんで、各施設がどんどん縮小する中でこの設備を維持管理するのに１千万以上かけてい

るっていうことについては、将来新しい仕組みシンプルな光ファイバー網で構築された方

がいいのかなと思いますんで、更なる検討をしていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 この地域イントラネットの管理運営事業でございますが、当然先ほど答弁したように町

内の公共施設を結ぶ関係でこの事業を進めている部分もございますし、総体で１千万超え

ておりますが、例えば北海道セキュリティクラウドの委託料等につきましては、インター

ネットが道を通している部分がありますので、その委託料ですとか、自治体のセキュリテ

ィー強靭化対策の保守業務におきましては、本庁指静脈の認証をやっているところでござ

いますが、それにかかわる保守業務等もございまして、総体で１千万を超える額になって

いるところでございます。 

ただいずれにしましても、この地域イントラネット関係の事業が公共施設それから北海

道その他とスムーズにネットワークが構築できるよう、また見直しできる部分では、見直

しもしながら行っていきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいというふう

に思います。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 ぜひ見直しをしていただいて、できるだけシンプルな設備していく。当然５年過ぎると

管理しているサーバーだとかを更新していく費用がさらに掛かっていくと思います。 

先ほどのＩＲＵについては、当初の歳入の情報通信機器使用料がＮＴＴの１千万が入っ

てこちらの光ファイバー管理運営費６３４万ですか。差額の４００万円近くがこの使用料

で、上がっているのかなと思うんですけども。そういう理解で良いのかどうか。その中で

光ファイバー移設工事が毎年ずっとある。これは道路の拡幅、しょうがない部分があるん

ですが、当初予定は１５０万という予算が２００万を超えているようなんですけども、こ

れは別な件が入っているかどうかをお聞きしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 この光ファイバーの関係でございますが、これにつきましては前段の質問にありました

ＮＴＴの方から１件９００円ということで１千万強の経費が入ってきているということで、

その経費も当てながらということで考えておりますが、この光ファイバーの移設の関係で

ございますけども、これについては先ほど委員おっしゃったとおり、数年前は１５０万と

かそういう金額でございました。当然道路関係の移設等もございますが、近年当初２１年

なりやった時から比べまして、また光につなぎたい方等も増えてきている部分が実際あり

ますし、その分の対応ですとか、さまざまな部分で需要があるということで、今回２９年

度においては、２００万を超える額になってくるところでございますので御理解をいただ

きたいというふうに思いますし、この光ファイバーの年数が経って、維持の関係でいろん

な部分で経費がかかるのかなという、そういうような心配もしているところでございます。 

その辺も含めて光ファイバー網の整備関係については、総体的に今後の課題というふう

にしておりますので、これについてもきちんとした管理運営ができるように進めていきた

いと思っているところでございます。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 河口委員の方から出ました光ファイバーに関することなんですが、それに関連していく

形になります。今言われました光ファイバー移設工事請負費、当初予算から５０万円伸び

ているわけですけど、町道の１４号３線から６線が、かなり強風によって年間何回も同じ

場所が断線するという事例があると思います。その部分は役場の方にもかなり対策してく

ださいという要望が上がったと思いますが、その部分が伸びた部分かなと思ったらそうじ

ゃなかったのかなと思いまして、その案件はどのような形で処理されているのでしょうか。 
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○前中委員長 

 総務課長 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの伊藤委員の１４号３線の光ファイバーが切れやすいということで、過去にも

御質問いただいたのかなというふうに思っています。当然切れた場合については対処する

ようにしているところでございますが、ＮＴＴの方に連絡しまして、根本的にそこら辺を

改善しなければということで、手法を検討していただいているところでございます。そう

いう状況でございまして、ただ何回も切れるということもございますので、その辺につい

ては対応できるような体制を根本的な手法をＮＴＴの方に求めているところでございます

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。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。 

 

休憩 午前 １１時３５分 

再開 午前 １１時３７分 

 

○前中委員長 

 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４２ページか

ら４４ページ、一括で審査願います。池下委員。 

 

○池下委員 

 ４３ページの地域おこし協力隊事業でお伺いしたいと思います。今年の春からずっと募

集をかけて１人決まってきよ～るということなんでけど、もう一人募集をかけていますが、

その辺の目途はどのようになっているのかお伺いしたいと思っています。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今、きよ～るに、９月の頭から小島さんという新しい協力隊が赴任しております。もう

一人の関係につきましては、御案内のとおり緑地域の活性化のための地域おこし協力隊と

いうことで募集をかけておりまして、今月の末に私ども東京に出向きまして、今のところ

３名の方々と面接をする予定であります。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 まだ決定をしていないということでよろしいですか。決まったら緑の地域支援員という

話は伺っておりますけども、私が２７年の９月決算の時にも総括質問で町長に対して緑が

高齢化率が非常に高いので、地域支援員を配置する考えはないですかという質問を行いま

した。当時町長答弁は、まず地域支援員に対して何を求めるのか。１名臨職で配置してい

るし、その他自治会活動のお手伝いもしている。そのほかに民生委員さんもいます。７０

歳以上の方のところにも、年に１度役場の職員が訪問をしていろいろと相談を受けている。

こういった答弁でした。実は今回緑の地域支援を派遣すること対して非常に良かったと思

いました。そういうふうに思ったんですが、なぜこういうふうに変わってきたのか。その

辺のことを、お伺いしたい。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 その時の御質問の内容等々につきましては詳細に記憶しておりませんので、細かい話ま

で申し上げられませんけども、まず私どもが募集をかけてこれから採用を求めている方に

つきましては、地域おこし協力隊という総務省が管轄する総務省に関する制度の人という

ことになります。一方今池下委員がお話しいただいた地域支援員というのはまたカテゴリ

ーが違う部分でありまして、いわゆる今おっしゃられたように、地域を見守っていく民生

委員的といいますか、そういった方々のカテゴリーであります。そういった部分につきま

して、その当初緑地域は特にそういった地域での協力体制がとれているところであります

し、今後についてもそういったことも当然のことながら、頭に入れながら進めているとこ

ろであります。 

今回お話しいたしました地域おこし協力隊というのは、どちらかというと支援とか見守

りをする形ではなくて、活性化なり能力を生かした事業をやっていただくというような方

であります。実際にその地域おこし協力隊が緑に入ったら、地域の方々とは接触をしない

のか、見守りはしないのかとそういうことはなくて、地域おこし協力隊の持っている能力

も生かしつつ、そういった地域支援員的な部分も当然のことながらやっていただいて地域

のコミュニケーションをしながら、さらに地域を活性化していく、そういった部分の役割

を担っていただければというふうに事務方では考えておりますんで、また正式に赴任とい

うことになればそういったことも十分検討しながら、より良い緑地域の活性化、さらには

福祉維持等にも繋げていきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員 

 

○池下委員 

 今課長答弁の中で今月末行って３名と面接するということなので、是非会ってすばらし

い方を確保して、うちの町に十分役立てるようにしてくれる方を来てもらえるように努力
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していってほしい。そう思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 期待に応えられるよう努めてまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。４項のまちづくり事業費１目、ふるさとの森づくり事業費４４ペ

ージ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２目花と緑と交流のまちづくり事業費、３目豊かな田園づくり事業費４４ページから４

５ページ、一括で審査願います。 

 

○前中委員長 

５項徴税費、１目徴税費、４５ページから４６ページ。ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費４６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

７項選挙費、１目選挙管理委員会費２目、衆議院議員選挙費４６ページから４７ページ、

一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

８項統計調査費、１目各種統計調査費、４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

９項監査委員費、１目監査委員費、４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

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。無いようなので、暫時休
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憩いたします。午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午後 １時００分 

 

○前中委員長 

 休憩を解いて審査を再開します。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。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 移住定住促進事業費の中で空き家対策事業業務委託料５０万。この５０万については、

観光協会の方に空き家対策の部分を委託しているということでよろしいでしょうか。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 おっしゃるとおりです。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 観光協会の方で空き家バンクを持っていまして業務をやっているわけですが、必ずしも

順調に動いているとは言えない状態が続いていると思います。 

まず、物件数が思うように伸びない。物件数が当時から始まって３５件ぐらいだと思い

ますが、今現在契約ができる住宅は４件、店舗兼住宅というのを合わせても５件というこ

とで、なかなか要望に応えられていない状況が続いているんじゃないかなというふうに捉

えています。 

この空き家の関係ですが、以前から空き家対策というのは、随分議論にもなっています

し、昨日も空き家対策は、重要であるということでご答弁されていました。この空き家対

策っていうのは、５０万も委託をして観光協会にお願いするということだけではなしにど

うやって空き家を掘り起こしていくか、その掘り起こした空き家の家主さんとどうやって

交渉をして、空き家バンクに登録してもらえるか。その中では、片付けの仕方の相談、ま

た費用の相談なども必要になってくるんではないかと思います。それを含めて、観光協会

に５０万で空き家のことはすべて頼むというふうでは、上手く空き家の有効利用というと

ころには繋がっていかないというふうに考えます。このことについて、空き家についての

町の取り組み方についての考え方をお聞きしたいと思います。 
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○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 委員おっしゃるとおり、空き家バンクの関係ついては５０万の委託料をもちまして、空

き家バンクの登録作業、それから空き家バンクに登録していただいた住宅土地等の紹介を

しているところであります。そういった部分でなかなか空き家の登録が伸びていないとい

う状況で観光協会だけだということでございますけども、町といたしましても例えば固定

資産税の発布時期に、空き家がありましたらぜひ登録をというような御案内をさせていた

だいたり、広報等を通じて状況を見ながら広報等に周知をかけたり、今後ともそういった

並びにホームページ、フェイスブック、そういった媒体を使ってご案内をしていくととも

に、自治会長会議やいろんな場面を通じて今後とも御案内御連絡をしてきたいと思ってお

ります。 

ただ委員御指摘のとおり、なかなかそういった部分だけでは、登録していただけないと

いうような状況もございますので、これについては調査員さんも状況が許す限り、所有者

の方とお話しする機会を通じてお話ししていただいている状況もあります。町としまして

も町の立場で、できる範囲内でそういった方がいらっしゃったら、そういった方ともお話

をしていきたいというふうに思っておりますし、制度についても空き家の片付け費用負担

等についても、前々から堀川委員の方からもご提案がありました部分も片付け費用が良い

のか、他の対策が良いのかというような部分も重ねて協議しなければならないというふう

に思っています。どちらにしても今後そういった使える空き家が利活用できるような、体

制づくり、改めて協議を重ねてまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 総合戦略事業費ということで、４点ほど聞きたいことがあります。よろしくお願いいた

します。 

まず１点目に４８ページ、子育て支援。我が町は小・中・高と医療費無料にしておりま

すが、説明書では、金額が分かっているんですが、参考までにどのぐらいの人数で小・中・

高とわかれば教えていただきたいです。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいまの御質問にありました、子育て支援医療に係る受診の人数ということですが、

人数ということで、件数ということでもよろしいでしょうか。２９年度の受診件数ですが、

就学前で４千５２３件。金額が７８２万４千円。小学生１年生から６年生までで２千７３
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０件で５８３万３千円。中学１年生から３年生まで１千１７３件、２１１万円。高校生が

７９０件で、１５１万１千円でトータル１千７２７万８千円ということになっております。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 わかりました。当然数字を見ると、小さい子の方が数多くかかっているということが理

解できます。 

続いてちょっと２点目。４８ページ、移住定住促進事業費について。ちょっと暮らし体

験の方で、お伺いしたいと思いますが、平成２０年前後ぐらいから始まったものというふ

うに思います。また今現在２戸あると思うんですが、毎年来ている人数を教えていただき

たい。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ちょっと暮らし住宅の関係でございます。お話しのとおり、このちょっと暮らしの制度

につきましては、平成２０年度からスタートしておりまして、ただいま住宅が羽衣と江南

にそれぞれあるということでございます。 

現在までどれだけの方々がちょっと暮らしを体験されたということでありますけども、

平成２９年度ベースでは１２組、２４名。１４６泊という泊数でありまして、平成２０年

度からの合計でありますけども、１８１組、４９３名、延べ宿泊数で２千８６３泊、いた

だいております。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、課長の説明でありました平成２１年度から全体で１８１組、４９３人ということな

んですが、このうち何名の方が移住されてきたのか。また移住されてきた方々は、それぞ

れちょっと暮らし体験住宅に必ず来ているのか、その辺どうでしょう。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ちょっと暮らし委員の体験者数で体験した方での完全移住って言うんですか、そういっ

たことについては３組７名の方がちょっと暮らし住宅を体験して、実際に完全移住してき
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たという方でございます。それからこの事業に関わらず、ちょっと暮らし住宅を体験しな

いで、入った方については、１５件ということでございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

体験した方が７名、体験していない方が１５件ですか。こうやってみると、１０年ぐら

いやっておりますけど、どうも最近の傾向を見ますと、本州から来ている方が多いと思う

んですけど、夏の間北海道に来て過ごす方が非常に多いというふうに思うんですが、移住

ということを考えるのではなく、単なるバカンスとして来て、いわば町のホームページを

見ながら、半月ぐらいの旅行で来ているのかなというふうな感じにも、とれる部分がある

んですが、町としてそこら辺はどういうふうに今考えているのか。ちょっとお聞きしたい

んですが。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず先ほどの件数１５件と私の方で申し上げましたけども、これは企画政策課の方で把

握していると言いますか、この方は移住者だろうという、特に移住交付金の利用者であり

ますとか、そういった部分を中心にということでありますから、この１５件の他には当然

隣町から例えば学校の先生とか清里に勤務をしていた時にすっかり清里が気に入って、そ

のまま定住した方もいらっしゃいますし、そういった方々はカウントされていませんので、

これプラスアルファの数字っていうことでご理解をまずいただきたいというふうに思いま

す。 

今お話ありました体験住宅をいわゆるホテル代わりに使っているんじゃないかというこ

とだと思いますけども、非常にこの体験住宅で人気がありまして、なお且つ７月、８月に

集中するという傾向があるというふうに聞いております。そういった部分では当然のこと

ながら観光協会にも指示している部分でありますけども、初めての方を優先してくれとい

うことで、その内容によって観光目的ではないような、聞き取りの中で、どうして体験し

たいというようなことも聞く、というようなある程度選抜、簡単な審査をして入っていた

だくというような部分があります。 

中にはそう言いながらも半分そういった気持ちで入られることもいらっしゃるかもしれ

ませんけども、そういった方についても清里に移住を考えたり、向けていただければ、な

おさら良いかなというふうに思います。今申し上げましたとおり基本的なそういったこと

もやりながら、そういったお試し住宅が移住につながるような取り決めをしていくという

ことで御理解をいただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 その部分に関しては是非お試し体験住宅は単なるホテルじゃないので、そういうところ

をしっかりと観光協会の方と連携をとりながらやっていただきたいというふうに思います。 

続いて４９ページ、教育支援事業費の特別教育支援ということで、説明書では、２名と

いうことになっているのですが、実績が１名というふうになっていますが、これはどうい

ったことでなっているのか、お聞きしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただ今御質問いただきました特別支援教育支援員でございます。２名の予算ということ

で、２９年度計上させていただいておりますが、人材が確保できずに２９年度につきまし

ては１名ということになっております。なお、３０年度につきましては人材が確保できま

して２名の配置となっておりますのでご報告いたします。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 これはもう特別支援ということなんで、最初の計画２名分でありましたので、確保でき

なくて１名ということでしたが、毎年こういう流れでやっているのであれば、ちょっと時

期が早いのかもしれないけれども、早いうちから人材を確保するように動いていくのが、

ベストかなと思います。そういうふうにしていってほしいと思います。 

最後になりますけども、５０ページの合宿支援補助ということでお伺いします。スポー

ツ合宿受け入れで３団体の合宿に対して補助を行っておりますけども、生涯学習センター

横の駐車場のところで数年前たしか５００万の予算だったと思うんですが、多目的広場を

設置して、当初は夏休みの期間とか結構ローラースケートを乗っていたりとかしていたん

ですが、数年間特に今年がそういう姿が余り見られなくなったなというふうに思っており

ます。補修したり、結構整備もお金が多少なりともかかっているのかなというふうに思う

んですが、少なくなって、今後も同じようなスタンスでやって行こうと思っているのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君） 

 生涯学習総合センターの駐車場の一部を鎖で仕切りまして、広場としているところでご

ざいます。過去にはスケート関係の合宿ということで利用をされた実績がございます。し

かしながら、専用の施設ではないという中でアスリートの方が合宿し、練習するというの

は適さない状況なのかなというふうに考えております。 

現在におきましては生涯学習総合センターにおきましてローラースケートの貸し出しを

行い、主に町内の子供たちの利用とそれからバスケットボールのゴールを設置しておりま

すので、主に中高校生が利用しておりますが、そのような利用ということで開放している

ところでございます。その他スケート少年団、この練習にも使っているところでございま

す。いずれにいたしましても利用の実績がございますことから、今後もこのような形で利

用できるように継続をしてまいりたいと考えております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。河口委員 

 

○河口委員 

 地方創生深化のための推進事業でありますけども、地方創生関係の業務委託料１千２１

７万８千円になっていますが、この予算の多くは広告料の部分と今年度９５０万円見られ

ておりますけども、多く違いというのは、どこにあるのでしょうか。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

ただいま御質問ありました、まず清里町地域活性化推進事業の１千１２８万１千円の内

訳でございますけども、これにつきましては大きく分けると２つのカテゴリーがございま

して、１つの部分につきましては御承知のとおり、お付き合いのありましたクリエーター

の皆様方との協力をいただきながら、住民も入っていただいて、清里の情報発信の方法と

いうことでワークショップを重ねながら、ポスターの作製、それから清里１００％のロゴ、

そして１００％のロゴを使ったコンセプトブックの作成等々を行った事業でございます。 

もう一つの部分につきましては、グリーンツーリズムの推進及びホワイトツーリズムの

構築ということで、モデルコースプラン作成であったり、実際にそれを活用したモデル事

業の実施であったり、モデル事業を実施した中で、平成３０年度についてはそれらを既に

商品化して、今動いているというような状況でございます。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 地方創生関係であの広告料だとか、今年も３０年度予算は、昨年の倍の広告料だけで、
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このへん組まれているのは、確かにあの商品開発していきますという部分なのかなと思う

んですけども、この業務委託料という部分は、これからもずっと続くもので、例えば、こ

れは地方創生深化の交付金というのが、当然財源としてあるわけだと思うんですけれども、

そのために、どうしても膨らんだ事業になっているのか、それともこの委託料が今後も続

いていくことなのかを、確認をしたいんですが。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この事業については、３ヶ年事業ということでありまして、２８年度、それから２９年

度で、今年度最終年度ということになりまして、その年度ごとに委託した部分を、今年度

については幅広く周知しながら実際につくったモデル構想を商品化した物をＰＲするとか

そういった部分で、その年度ごとに手法が変わってきますので、委託料が増えたり、広告

料がその年は増えたというような部分がありますので、そういったちょっとバランスが同

じではないという形でありますので、御理解を賜りたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに堀川委員。 

 

○堀川委員 

 住環境推進事業費２千１８０万。若者住宅推進が１０８万、民間賃貸住宅の建設補助が

２千万円。大きな金額があがっていましたが、この金額が２９年度執行されていないこと

についての説明をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず、民間賃貸住宅の関係でありますけども、民間賃貸住宅の関係につきましてはご承

知のとおり、平成２８年度については水元に共同の住宅１棟４戸を建築しておりましてこ

れは補助の対象になっております。２９年度については、当初計画あったんですけども、

２９年度の実績はございません。ただ３０年度について、今相談をいただいて計画をして

いる最中でありまして、３０年度１棟４戸建築の予定であるというふうに聞いてございま

す。それから若者住宅支援の関係ついては、お話しのとおり対象者はありませんけども、

３０年度については、今のところ２件補助をしているという状況でございます。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 
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○堀川委員 

 ３０年度においては２件の補助があったということで、以前お話を伺ったときにはこの

制度をつくってから利用される方がいないと聞いていましたので、余り利用しづらい制度

であるならば、その制度の改正ですとかこの町外からの移住に限定されている中で非常に

間口が狭くなっていることも理解しますので、もし使いづらいような制度であるならば、

使いやすいような間口を広げる検討もされたらいかがかと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この制度につきましては、御案内のとおり３０年度まで時限の措置でありますんで、今

後につきまして、今までの反省を含めまして、そういった制度の改正についても十分に検

討してまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他にありませんか。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 日本ハムファイターズ応援大使事業について、平成２９年度は、応援大使として宮西投

手、中村投手が大使として町のＰＲに一役かっていただきました。おかげさまで観戦ツア

ーが行われたりですとか、いろんな教室があらわれたり、トークショーが行われたり、町

も非常に盛り上がったというのも理解しております。この２９年度だけでは無しに、継続

的に続けていけるものは、続けていきたいんだと当時伺っていたんですが、計画はあるの

かないのか、それを伺いたいと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ファイターズの応援の関係でありますけども御承知のとおり、こういったファイターズ

の応援のおつき合いが出来るようになりましたので、昨年度と同様、今回の産業まつりに

おいてもファイターズガールを招聘して、ファイターズの応援等、地域を元気づけるため

に招聘いただいたのはご承知の通りかというふうに思いますし、今後引き続きファイター

ズを通して地域の活性化というような部分もございますので、事務局内の素案としては、

講演会に向けた準備段階の草案づくりは、ある程度進んでまいりましたので、これを民間

の方々と今後協議して、でき得れば役場がファイターズの後援会の事務局ということにな
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かなかならないかなというふうに思いますけども、それは全体も含めて民間の方々のお力

もいただきながら、そういった後援会の立ち上げ等々に向けて努力してまいりたいと思っ

ています。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今お答えいただきました講演会などを含めまして、野球教室とか、そういう積極的に招

致していただきたいと思います。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ファイターズ側も後援会みたいな組織があれば、スムーズに野球教室等も開催ができる

というような御案内もいただいておりますので、そういった組織等々の立ち上げ、そして

さらには、子供たちの野球教室等にも、今後使っていきながらファイターズのそして地域

活性化につなげてまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに、なければ１１項地域振興費、１目緊急経済対策費、５０ページから５１ページ。

伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

５０ページ及び５１ページの緊急経済対策事業費及び地域振興券交付事業費及び緊急経

済融資事業費についてなんですが、昨年の１２月の臨時議会において賛否両論がありまし

たが、地域振興のためということで、緊急的に対策を打った事業でございます。 

この２９年度の決算が終わってしまえば、今後この部分を何かでもってくるということ

はないので、あえてお聞きしたいことなんですが、そのときの臨時議会でもいろいろお話

出ましたが、この事業が本当に効果が出るのかということもかなり議論しました。失礼で

すが効果の検証という部分ができなかったという部分でかなり揉めた記憶がございます。

今後、これについては効果検証していくということが話し合われたと思いますが、実際行

われて、私まだこれからだと思っていますが、今後どのようにこの事業に対して効果の検

証を行っていくのかをお聞かせください。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 効果検証の関係でありますけども、地域振興券配布後、アンケート調査を実施いたしま

して、これつきましても一部公表させていただいたかなというふうに思いますけども、結

果についてはおおむね券を使わさせていただいて消費者側もいわゆる販売側も、この件に



63 

おいて、いわゆる売り上げ効果もあったし、住民側も需用の部分で十分消費の部分で助か

ったというような結果をいただいております。結果を十分にさらに中身を精査しながら、

ただいま行っている商工振興計画等々も参考にしながら、今後の商工の活性化、さらには

消費アップのために、使っていきたいというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

はっきり申し上げますが、この間も言わせていただきましたけれども、そういうことじ

ゃないんです。人にアンケートとかしてその人の意見がどうこうという効果の検証ではな

い。もちろん消費者にとっても助かる話ですし、実際に商店街でも物が売れた。でも、当

たり前の話なんです。その分をちょっと外していただきたいんです。 

これによってその購買力が高まって、ふだん買わないものも買って、経済が回ったのか。

そういうことをきっちり検証するべきですっていうことを私たち反対した側は言わせても

らった。それを行うためには、前回も１回途中で出てきましたが、行った年の１２月期、

１月期の売上資料だけ持って来ても何の意味もないですね。実は備品購入なんかもそうで

すし、修繕料なんかもそうですけども、先食いじゃないですけども、そういうふうなこと

もあり得るので、これは例えば平成２９年度に行ったのであれば、まず平成２８年度１２

月期、１月期の売上げ及び今回の２９年度の１２月期と１月期の売上。さらには平成３０

年度の１２月期と１月の売上。それ全部見比べながら、さらには１年間トータルの消費動

向、売り上げの推移。そこまでをきっちり検証しないと検証したことにはならない。ただ

単に物を売れました、売れたと思います。そのときに普段のときよりお金が収入がありま

した。逆に消費者にしてみたら、その時に商品券をいただくことによって、支払いに使え

ました。今後の物が買えました。これは効果ではなくて、この地域振興対策その商品券を

使っても、その商品券で町内におちますが普段町内で使われるであろう現金がその分ほか

の市町村で回ったら何の意味もない。町全体でどれだけ消費が上がったのか。前年よりも

本当に上がったのか。先食いということで無ければ、上がって次の年に落ち込んでいない

のか。そこまで資料を見つけられて初めて効果の検証ができたということになると思いま

す。その辺どのように考えますか。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず前段、地域振興券配布によって、普段町外で購入する部分を町内で購入したものあ

りますかという問いがあったわけですけども、そういった部分もかなりの割合で購入して

いるという部分でありますので、通常の購入にプラスして買っていただいたという部分で

は、一時的かもしれませんけども、通常ある上にさらに購買力が増えたということは１つ

言えるのかという部分がございます。 
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さらに伊藤委員がおっしゃる詳細に調査をしていかないと、売上げ等々をしていかない

と、最終的な売り上げ動向には、繋がらない。正確な数字はつながないというような部分

でありますけども、そういった動向につきましては、おっしゃるとおり、１年だけでなく

てトータル的にとらえなければならない。２年も３年も前後の部分含めて、トータル的に

とらなきゃならないというような状況もございますので、そういった全体を捉えるとなる

となかなか細かな数値の調査といった部分なりますと、かなりの労力、時間、費用もかか

ってくるわけでありまして、それを実際にやるかどうかいうような部分は確かにございま

す。先ほど申し上げましたとおり、町の方では、商工会やいろんな方々の御協力をいただ

きながら、商工振興計画作成をしている段階でありますので、そういった現状も含めて、

今後の消費動向にしっかりと反映されるように町としては努めていかなければならないと

いうふうに理解をしているところでございます。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 消費動向もそうですけれども、その細かな数字の積み上げをは大変だとおっしゃられま

したけども解ります。でもこれすごく重要な話だと思っています。 

基金を崩して使ったわけです。７千万ですか。それをただ単にアンケートをメインによ

る効果検証なんてやってしまったら、私は問題があるんじゃないかなと思います。やっぱ

り交付金等々減ってきた中でかなり財政厳しい中、確かにいろんな賛否両論がありました

けれど、そこで町長が英断されたことに関しては私も全然認めますし、承認をした形にな

っています。ただそれに対する効果をただアンケートとかやりました。悪く書く人いない

ですよ。使った人たちとか、また使ってもらってアンケートに書く方々は、これをやって

だめでしたと書く方は何人かいたと思いますけども、そうそう普通いないと、一般論です

けども、思っています。やはりそういう観点から効果の検証ではなく、きちっとした数字

をもって効果の検証をしていかないと、まして２回目、３回目という事業だったんですか

ら、そこの部分はもうちょっときっちり考えていただきたいなと思いますけど、どうでし

ょう。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 繰り返しになりますけども調査の部分につきましては、かなり困難を要するというふう

に思っておりますので、このアンケート調査の中身についてもそれぞれ伊藤委員がおっし

ゃられたような肯定的な意見、否定的な意見、いろんな意見が詰まっております。我々事

務の方としても十分に再度参酌をして、今後どうしていけば良いのかというような部分が

商工振興計画の中に盛り込めるものがあれば、十分に盛り込んでいきたいというふうに思

っております。調査につきましては、今の段階ではなかなか出来かねるということでご理
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解をいただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今課長からの答弁がありましたけども、今後の検証、私が望んでいる効果の検証にはな

かなか応じられないというわけじゃないですけれども、なかなか難しい。今すぐやります

と言えないということで捉えたんですけども、堂々めぐりになりますし、また今後いろい

ろと行政側と相談させていただきながら、今後のことを考えていきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 売上とかそういった調査をするだけではなく、伊藤委員おっしゃるとおりいろんな方向

で、違った方向で消費動向や住民の皆さん方の購買意欲と言いますか、購買状況なんか図

ることができるかもしれませんので、事務方としても、また商工会とも十分相談しながら

商店街、個店の方々それから消費者の方々のそういった動向がしっかりと把握できるよう

な、そういった取り組みの中で商工振興につながるような取り組みをしてまいりたいとい

うふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。村島委員。 

 

○村島委員 

 １点だけ伺いたいと思いますが、伊藤議員からもありました緊急対策事業でありますけ

ども、中小企業融資制度でありますけれども、私も一般質問で伺った経緯はありますが、

その後、これ長期短期で利用者は中小企業対象だと思いますけども、どのぐらいの効果が

あったのか。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この緊急経済対策で行った中小企業融資の関係につきましては、期間も短かったという

こともありましたけども、１件融資の実績がございました。 

 

○前中委員長 

 村島委員。 
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○村島委員 

 一般質問でも伺った経緯がありますけども、これ限度額が限られているんですね。その

中での短期間の利用ということで緊急対策という大げさな名目でやっても、やはり思い切

った対策と言いましょうか。町として。中小企業の１人として申し上げるならば、やはり

原資を銀行に預けられるなどして、考え直さなかったら進展しないですよ。私も利用した

経緯もあります。ですから、この緊急という名前のごとくやるにはやはりもうちょっと、

町自体で力をいれなかったら、効果がないということを申し上げておきます。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 そういった御意見も十分に参酌しながら、今後の中小企業融資の部分において十分参考

にさせていただきながら、今後の中小融資制度に生かしていきたいというふうに思ってお

ります。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 緊急経済対策事業で私も聞きたいなというふうに思ったんですけれど、町民に渡っただ

けでも４千万。いろいろ商工会にお願いした分とか、４千万円超えるわけです。これ先ほ

ど課長も答弁聞いていると、要するに終わったら答えがない。当初これは臨時議会で賛否

両論もありました。私反対したと思いますけども、町民って地域振興券あげるって言って

いらないという人ほとんどいないですよ。９９．８％ぐらいは喜んで貰う。これでこの地

域振興券、お釣が出ませんから常に幾らかは手出しになる。これで、例えば１月に３千万

ぐらい町民の方が落としていた部分は、それに関して４千万わずか１カ月位の間、４千万

プラスアルファ当たり前のことです。 

ただ先ほど伊藤議員も言いましたけれど、その分、現金の使い道が違うところに使って

います。それも他町で使っています。これって本当に意味があったのかなというふうに私

は思うんですよ。今まで町がこういった緊急経済対策、国もやりましたけど、町民１万円

ずつ配って３回ぐらいあります。その都度、その時期は潤うんです。商店街も。ただ普段

日常に戻ったその段階で、街中が経済活性化になっているのか、ここをしっかりと町が見

てみないと、やった効果があったのかなんてわからないと。 

先ほど課長答弁の中で、時間がかかると言いましたけど、時間かけてでもやらないと、

４千万円使った意味がない。私はそういうふうに思うんです。そして今後もこういう事業

がまた行われるかもしれない。そのときのためにもしっかりと検証するというのが当たり

前だというふうに思う。それに対して、町はどういうふうに考えているか、もう一度お伺

いしたいと思います。 
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○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 昨年実施をさせていただきました緊急経済対策の関係でありますが、全体としては７千

３００万の事業を執行させていただきました。全体の２千７００万については、公共事業

としての発注の追加をさせていただきます。これも１つの経済対策という形の中で追加事

業をさせていただいたわけであります。 

また町民の皆さんの消費を向上させるというようなことで、その部分を地域振興券とい

う形の中で、町内でしか使えない券として発行をさせていただいたわけであります。この

発行によって、やはり町民の皆さんはそれぞれ生活の防衛や所得の目減り分を一定程度解

消されたんではないかなというふうに思っているところでありまして、商工業者にとって

も、何と言っても事実として４千数百万使われたわけですから、地元で。それによってそ

れだけの効果が出てきているというふうに私は思っております。 

ただその部分を現金と置き換えたときによそに全部使われたのではないかと、そんな意

見もあるかと。それは確かに余裕が出た部分が少し使われたかもしれませんが、全部置き

換わったのかというのも果たしてどうなのかなという感じもいたしているわけであります。 

私としては、その時点で、やはり全体が所得低迷をしている。生活防衛が必要だ、商工

人口が減っている、購買力がどんどん落ちてきたと。この時期を逃してやって、果たして

そういう限度を超えた時に立ちあがれない時にお金使ったってしょうがないと。やはり使

える時に使わなきゃならんという、そういう観点の中から執行をさせていただいたわけで

あります。私としては、一番ここの時点ですよという感じで使わせていただいたわけであ

りました。今後の中において、そういう事態が生じたというふうに感じたら、またやらさ

していただきたいなと思ってはおりますけれども、今後をどうするかしっかり皆さん方の

御意見も聞かせていただきながら、対応していきたいというふうに思っております。 

アンケート調査の中でも、先ほどの議員さんの御意見もあります。もらって喜ばない人

はいないだろうということかと思いますが、ただやはり中には批判的な意見もあります。

こんなことに使うなら違うことに使ってはと書いてきておりますが、それも一つの意見か

なというふうに捉えておりますが、私の全体的な判断としては、今やっぱりやらなきゃな

らんという使命感に燃えてやらせて頂いたというのが実情でございます。 

清里町の人口が減っています。購買力は年々落ちております。それを少しでも、目減り

を食いとめる方法も考えていかなければなりません。やはり町民の皆さん、生活のベース

になる所得をある程度安定をさせていかなければ、次の時代はないというふうに思ってい

るわけであります。基本的には公共事業の形でどんどん発注を出せれば良いですが、そう

いう事態にはなってきていない。逆に御指摘いただきましたように交付税もどんどん年間

減ってきているということもあります。その辺も加味しながら健全経営も考えながらそう

いうできる範疇での対応を打っていくというなことでやらせていただきます。そのために

いろんな部分で節減をしながら、一方では基金もある程度積み上げるものを積み上げなが

ら、そういう事態に備えて対応してきたつもりでもございます。以上申し上げて答弁とい
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たします。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 最終的には事業が遂行されたわけですから、この段階でどうのこうのじゃないですが、

今後もしかしたらあるかもしれないということで、私も意見言ったんですが、確かに今町

長言ったように、これだけ冷え込んでいる時期にしないといつ打つんだ、手おくれになっ

ていけないという考えのもとでやったという町長の考えであります。実質的に例えば毎月

２千万町内でお金が落ちていた。仮定ですが、これが緊急経済対策を行うことにより、５

千万になった。確かに潤います。その時期は。ただし、この５千万が突発的なそのときだ

けじゃだめなんですよ。これが例えば、その前に、２千万だったのが経済対策を終わって

から、３千万、３千５百万、それで常時推移していくんだったら、経済効果あったという

ふうに思うんですけどもこれが２千万は５千万になって、良かったな。でもまた２千万に

戻ったら、本当に意味がない。 

インフルエンザに罹った人にただ注射をうっただけ、恒久的な病気になっている人間に

インフルエンザの注射を打っても治らないんですよ。そういうような十分踏まえた上で、

今後町の財政の基盤を考えながらやっていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今回の経済対策とあわせて恒久的な振興対策、当然町としては、農業振興計画また商工

業について、現在策定を進めております商工業の振興計画、そういうような計画を通じな

がら、継続的な商業振興または農業振興対策あわせてこれからもできる限りの範疇で努力

をしていきたいというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 この件に対しては、あくまでも振興券はこの時点の町の事業の４千万の確保ができた、

これは非常に大きいことなんだと思います。 

ただ物販という中でも、せいぜい２割の８００万が町の中に確保されたということです。

ただこの部分をどう生かすか、問題に残っているのは、数字を検査して、時間をかけて、

費用をかけて、この結果をこれ以上やるのは非常に無駄な部分もあるんだろうと思います

けども、今やっている商工振興計画の中に、この４千万の原資の中で、どうやってこの効

果的に生むかっていうのは、まさしく当事者である商工業者の部分が問題なんです。ここ
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は行政の問題でなくて、商工業者がどうやって知恵をし出すかというところに問題があっ

たんですけども、なかなかそこまで知恵が皆さん回らなかったということが問題の発端で

あると思います。 

今後これがまだまだ４千万が本当に商工業者にとっては、８００万の真水しか、それほ

ど大きな金額でないという当事者感覚があったんだろうと。ここにずれがある。そうじゃ

ないんですよ。４千万をどうやって生かすかとこれから商工振興計画の中で、自分たちど

うやって４千人の人口の中で商売していくかというために、さらに行政の方がどうやって

バックアップしてもらえるかということに向かって行くんだろうと思いますんで、振興計

画のワンポイントとしては、それがどうやって生かされるかっていうこと、みんなが賢い

知恵を絞っていくことになるのかなと思いますんで、その辺踏まえて、是非担当の部分は、

大胆に一緒になってするんだということに向かっていただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま河口委員からの御指摘でございますが、町としても、これを一過性に終わらす

ということではなくて、先ほど申し上げましたように、次の対策につながっていけるよう

に取り組んでおります商工振興計画の中で、商工業界のほうとも十分に詰めらせていただ

いてお互い知恵を出しながら、さらに清里町の商工業の振興につながるような、そしてま

た消費者の買いやすい、そういう商業環境にも環境につながっていくような政策の一つと

して、この緊急経済対策、せっかく行ったわけでありますから、これを繋いで行けるよう

に努力をしていきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに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。無いようなので休

憩をいたします。２時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時１０分 

 

○前中委員長 

 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、５１ページから

５２ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 難病者等に対する通院交通費補助事業についてお伺いします。この予算が２６０万で執

行されたのが１３０万、利用された方が３０人ということで報告されていますが、この事

業について権利をお持ちの方が満遍なく使われているのかどうか気になるところなんです

が、そこについての説明をいただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 ただいまの堀川委員の御質問でありますが、難病者の通院交通費に該当される方は、使

っていると思います。所得制限等もあるんですけども、逆に病院側からも、こういう制度

があるんだよということで紹介してくれていますし、該当されている方は福祉の方に来て

相談されておりますんで、使われていない方はいないんではないかと思っております。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 それならば問題はないんですけども、気になっているのが２９年度の報告で小児慢性疾

患が実績０人だったんですけども、特に難病者の方もそうなんですが、特定疾患の子供を

お持ちのお父さんお母さんというのは、若いお父さんお母さんが多くて、そういう方々が、

もしもこの良い制度を知らないで使っていないのであれば、非常にかわいそうだなという

考えを持っておりましたが、２９年度０人ということで、漏れていないのか気になったの

で、再度教えていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 保健福祉課長 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 該当者がどなたか解らないんですけども、もしかすると所得制限の方でかかっている部

分があるのか知りませんので、該当者がわかりお知らせをしてもらえれば、その方へのア

ナウンスもできるんじゃないかなと思います。そのほか、いろんな検診の中でも保健師さ

んに相談とかもありますし、アナウンスについては町の落ち度がない形で事業の方を進め

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の堀川委員の質問に対しての関連ということで、聞かせいただきたいんですけれども、

５２ページになりますが、難病者支援事業費の中の難病者通院事業委託料の部分なんです

けども、どのような内容で、どのように支払っているのか。 
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○前中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 本年度１５８万３千３３０円につきましては、人工透析小清水日赤さんの関係でありま

すけれども、バスの方が２８年１０月３日に廃止になりまして、その分の利用料という形

でこの金額、該当者につきましては２名の方。２名で回数にすると１９９回程度になりま

すか。これらの費用で支払ったとハイヤーの関係という形になっております。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 単純にもともと予算の中では２４０万何がしだったのが、１５０万まで下がっていると

いうことは、計画人数よりも少なかったということの理解でよろしいですか。 

 

○前中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 予算に対しましての決算の額の乖離でありますけども対象者が入院されたり、お亡くな

りになるという部分があります。今年もかなりの方が透析の方がなくなっておりまして、

以前は１０名程度の人がいたんですが、現在は透析の方４名になっておりますので御理解

いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。 

 

○前中委員長 

 ２目障害自立支援費、５２ページから５３ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

３目福祉サービス事業費、５３ページから５４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

４目老人福祉費５４ページから５５ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○前中委員長 

５目国民年金事務費５５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

２項児童福祉費１目児童母子福祉費、５６ページ。 

 

○前中委員長 

２目、保育所費、５６ページから５７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

３目子育て支援センター費５７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

ここで説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。無いようなので、暫時休憩

します。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

再開 午後 ２時２１分 

 

○前中委員長 

 再開いたします。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、５７ページから

５８ページ。池下委員。 

 

○池下委員 

 ５８ページの保健衛生費の中の清里町診療所支援事業費２千万についてお伺いします。 

昨年度２千万の補助ということで、５年間と言う経過で当初進みまして、今年に入って

から新たに支援をしてほしいと議員協議会は数回重ねまして、当初４千８００万という話

がありました。４千万ということで、落ち着いておるんですが、この議員協議会の中でさ

まざまな意見が出て、私も医療に関してですから１次医療は町として必ず確保しなければ

ならないというふうに認識はしております。しかしお金のかかる話ですから、これが青天

井の幾らでもということではないと。それは町長も理解していると思います。 

議員協議会の中で、やはりこれだけの多額の金額になるということは、町民の方も理解

してくれるのかなというふうに私は思うんですが、当初いろいろな協議会の中で、話した

時は町長自身もお金を出すけど、口も出すということを、私はそうで良いのかと思ってお

りました。 

それで、赤字経営になっている根幹は何なのかということも、会議の中で書類を見なが

ら話し合われました。出張医の問題がネックになっているんじゃないかなというふうに意

見ありましたけど、そういうことを踏まえた上で、４千万ということで落ち着いて、昨日

の補正予算時にも加藤議員が質問しておりました。町長も答弁の中で３３年度まで支援を

続けたいという話をされておりました。支援することに苦言をいうわけではないんですが、
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支援をするのであれば、やはり赤字のネックになっている部分は、どう改善していくのか。

これ今年の話ですから、今年中にどうこうという事には今まで出張医いろいろと使ってき

た経緯があります。すぐ切るというふうな話にならないと。これが３０年終わって３１年、

３２年度このままの形態でクリニック側が行ったとき、町としてそのままの支援体制で行

くのか、それともまた話し合った中で、金額を少しずつ減額していこうと思っているのか、

その辺まずお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま診療支援の関係でございます。ここで決算に載っている支援額２千万につきま

しては、平成２９年から５年間ということでスタートをしたということでございます。当

時の段階では、開設時に多額の費用がかかったと、その分がなかなか回収できないという

ことでその部分として町としては地域医療の観点から支援をいたしますということで支援

をしたわけであります。 

具体的に経営の赤字とかそういうことでなくて、地域医療の支援のためにということで

の理由づけの中で支援に乗り出したというのが実情でございます。その後順調な債務の回

収になってきているのかなというふうに思っていたんですが、今年の春になって、改めて

またそれだけでは到底経営をしていかれなくなってきたということで、当初の段階でも２

千万、５年間を支援することによって、必ずや好転して町に逆に使用料が払えるようにと

いうことでそういうお話をいただいたもんですから、経営は好転してくるものだというふ

うに私ども思っていたんですが、現実はなかなか、そうではなかった。現状の数字をみせ

て頂き、このままでは大変なことになって来るなという実感を持ったわけでございます。 

そうした中で議会の方でも、御相談をさせていただき議会の方からもいろんな御意見を

いただきました。こちらの方も支援するとなれば、それなりのことも言わさせていただき

ますということで、先生には、誠に申しわけなかったですが、少しきついお話もさせてい

ただいた。そしてしっかりと支援するものは支援していきたいと。ただ支援するとなれば、

先ほども言いましたようにそういうこともそうですが、内容的にも改善が見えなければ、

町としてもなかなか大変な状況なんですということを率直に申し上げまして、それの原因

はどこにあるのかという部分をすべて整理をしてきたところであります。単純に言えば先

ほどお話をいただいた出張医の経費が一番掛かっているようだというのは、よくわかった

んですが、それだけが原因かというとそうではなくて、やはり診療の患者さんの数が思っ

たように伸びてこないことに原因があるのかもあるかも知れませんし、人口がやはり減っ

ていますから、そういうことに起因している部分もあるということで、原因が即これです

というのは、なかなか難しいものもあります。ただ現実そういうこともひとつありますね

ということについては、お互いに認識を共通したものを持っているんではないかというふ

うに思っております。 

今回の改善計画の中でも、宮下先生を清里の医師じゃなくて違う医療機関の医師として、

そして町の方に派遣する形で経費をおさえているとかいろんなことを始めていただいてお
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りますので、そういう部分を十分に認識しながら、さらに経営努力を積み重ねていただき

たいということで協議をさせていただいております。 

いずれにしろ、今回の議決をいただきました部分を含めて、また改めて院長先生と相談

をさせていただき、平成３３年が１つの区切りといたしまして、それまでの実情をよく分

析をしながら次につなげていける考え方を両者で協議をしていきたいというふうに思って

おります。 

ただ今までの経過から見ると、全く支援なしで、しからば平成３４年以降は経営できる

かということになるとかなり難しいだろうと、私は現時点でそういう思いをしているとこ

ろであります。 

ただ今までやっていた２千万、今回４千万トータル６千万。これがそのまま引き継ぐと

いう考えは毛頭持ち合わせておりませんので、そこら辺は３年間の中でしっかりと内容を

確認させていただきながら、そして、なおかつ地域１次医療がこの中に確保ができるとい

う体制に向けた内容で相談をしていきたいというふうに考えている次第であります。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 町長が言うように我が町も高齢化率がどんどん上がってきまして、人口減少もありまし

て、いろんな意味でクリニックの経営というのは大変なのかなと、私も思います。それで、

４千万プラス２千万、そのほかに水道光熱費、それから医師の住宅入れると、６千５００

万ぐらいになります。金額が最大限のピークかなと思われますが、ぜひ今後も院長と直接

合う事もあると思いますんで、いろいろなことをお話ししながら、３３年過ぎても、無事

にクリニックが運営できるように、町もこの６千５００万でなくてもっと少ない金額でも

応援できるようになれれば良いかなと、町民もそれが一番望ましいかなというふうに思っ

ております。ぜひその点、踏まえた上で、それと改善していただくものは改善していただ

くということを念頭に置きながら、直接、今後もいろんな場を設けて、協議して町民のた

めにやっていただきたいということを伝えてほしいなというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

ただいまの御質問でありますけども、全体としては金額的には６千万という形ですが、

御指摘のように光熱水費と医師の住宅費、これについても免除をしているということであ

りますから、６千５～６百万にはなっているんではないかというふうに私ども判断をいた

しております。 

いずれにしても、この平成３３年までが勝負だというふうに思っておりますので、それ

に至るまでの間に、内容もきちっと精査をさせていただきながら、改善に向けた取り組み

を進めてもらうという考え方でいるところでございます。 
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また先生と今回の議決をいただきましたので、改めてお会いする機会をつくって、今御

指摘をいただいたさまざまな中でも、また委員会、そして議員協議会の中でも御意見をい

ただいておりますので、改めてもう一度しっかりと伝えていきながら、更なる改善に向け

た方向性を確認していきたいと考えている次第です。 

 

○前中委員長 

 ２目予防費、５８ページから５９ページ。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 予防接種事業についてお聞きします。予防接種事業の中で表にもありますとおり、イン

フルエンザに対する需用が非常に多いのかと思います。しかし、昨年度思い出しますと、

ワクチンが非常に足りないということで、町内の病院で受けるには、２カ月待ちっていう

ことで非常に不便さを感じた町民の方もたくさんいらっしゃったと思います。 

その中でどうしようもなく急ぎの方やどうしても２ヶ月待てないとか、しなきゃならな

い方、受験生ですとかそういう方は、やむなく町外の病院で接種を受けたわけですが、そ

の場合に町の助成の対象にはならないということです。制度として不備があったのかなと

いうふうに感じるところですが、そのことについてお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 ただいま委員御指摘のとおり昨年につきましては、ワクチン数が足りないということで、

窓口でも予約の関係で苦情ですとか、通院した時にお客さんが言っているのは目にしてい

る状況であります。 

今の段階でいきますとやはり小学校入る前の幼児の入院部分が町外の病院でも対象にな

るという形になっておりますので、今後今年ワクチンの数がどうなるかというのはこれか

らの話かなと思うんですが、昨年の見直しで、病院の方でもワクチンの数はおさえるので

はないのかなと思ってますんで、昨年のような混乱については私の方でも予想はないよう

な状況であります。 

なお且つ堀川議員ご指摘の部分、他病院なら打てるという部分もあるかと思いますんで、

これについてちょっと動向を見ながら、理事者側が町長とも協議しながらやっていきたい

なと思いますが、間に合えばそれに越したことはない形になりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 基本的にはなるべく町内の医療機関で問題はないんだと思いますけども、昨年度のよう
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なイレギュラーが起きた場合には、患者さん、町民に対する補助であって、病院に対する

補助ではないんで、そのような柔軟な対応もしていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに河口委員。 

 

○河口委員 

 検診業務委託料なんですが、実質検診を受けられる方がまだまだ足りないかなと思って

いますので、さらなる検診をされる方の今までと違う方法というのはどういう方法がある

のか。というのは、私も受診すると清里の方が検診で早期の乳癌で助かったとか、私もそ

ういう面でここの病院で検診して、病気が早く見つかった。こういう実例の中で、検診は

大事なんだということを、今までのコマーシャルじゃなくて、まだまだ違う方法を含めて、

是非せっかくある予算を十分使っていただける方法を考えていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 ただいまお話をされたとおり検診に対する意識づけは必要かなと思っております。今ま

でも各種イベント、産業まつりですとか町民がたくさん集まるところには保健師が行って

検診の周知ですとか、お知らせメールですとか、その他でもやっており、人の集まるとこ

ろに直接行って、検診という文字が見えるのが一番なんだなと思っております。引き続き、

これらを切らさないような形で検診についてのＰＲを図って行きたいなと思っております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに。３目各種医療対策費、５９ページから６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

４目環境衛生費、６０ページから６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

５目、保健福祉総合センター費、６１ページから６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

２項清掃費、１目清掃事業費、６２ページから６４ページ。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 
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○堀川委員 

清掃事業費の最終処分場の測量調査が毎年４０数万円かかっているんですけども、素人

考えで申し上げないんですけども、毎年測量を入れて図る必要があるんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 実はこれは法的に定められておりまして、測って残余量を公表しなさいということにな

っておりますので、毎年計上させていただいている部分でございます。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 法律で決まっていると言われれば、しょうがないですけれども、巻尺で図っても出来る

のかというような感覚をもったものです。そのへんで削減ができるものがもしあれば、知

恵を絞っていただきたいというのと、もう１点水質の調査で、これも毎年１２０数万円か

かっているんですけども、これも検査をしなきゃならないという法律の定めでしょうか。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 こちらについてもおっしゃられるとおり調査をして、報告するということになっており

ます。毎年定めのとおりやっております。３０年度からにつきましては若干委託の金額が

上がっています。これにつきましては調査項目の中に水銀が含まれましたので、その部分

の調査項目は増えますので、若干３０年度から上がっている部分になります。 

 

○前中委員長 

 ほかに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。無いようなので、

暫時休憩いたします。 

 

休憩  午後 ２時４１分 

再開  午後 ２時４３分 

 

○前中委員長 

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ページから６５ページ。あり

ませんか。 
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（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２目農業振興費、６５ページから６７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

３目畜産業費、６７ページから６８ページ。いいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

４目農地開発事業費、６８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

５目道営整備事業費、６８ページから６９ページ。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ６９ページ。地域用水環境整備事業についてなんですが、平成２９年度の予算と言いま

すと、この地域用水環境整備事業調査負担金約３００万円ある中で、今回８９万円となっ

ているんですが、この減額はどういう理由なんでしょう。 

 

○前中委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいま御質問の８９万８千９４７円に関しましては、小水力事業につきましては２９

年度から事業が採択されてスタートしています。２９年度に行われました、調査設計費に

対する当町の負担分として、負担金を納めているものです。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。 

 

○前中委員長 

 次、２項林業費、１目林業振興費、２目自然保護対策費６９ページから７０ページ。一

括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

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。無いようなので、暫時休
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憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４５分 

再開 午後 ２時４６分 

 

 

○前中委員長 

 再開します。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。勝

又委員。 

 

○勝又副委員長 

 商工費における商工振興対策事業費並びに監査意見のほうでも商店街活性化事業の店舗

出店に関して御意見も出ておりますので、ちょっと２点ほど質問したいと思います。 

商工振興対策ということで、なかなかまちの中も活性化していかないという形の中で、

振興計画を策定しようとしているわけですけど、そこの現在の段階の進捗状況を聞かせて

いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

先ほど来から話題に出ております商工振興計画の策定状況でございますけども、非常に

町内の商工を取り巻く状況、厳しい中において本来商工のあり方をつぶさに明らかにしな

がら、真の商工振興対策を策定しなければならないという観点から、関係者、策定委員１

６名を任命させていただきながら、商工振興計画を立ち上げたところでございます。この

計画につきましては、平成３１年から３５年までの５ヵ年間ということでございまして、

商工会、それから観光協会、町内の金融機関、各地域の方々、一般公募の方々合わせて申

し上げました１６名で構成をされているところであり、さらには北海道商工会連合会の方

や農協の関係者の方にもオブザーバーとして参加をいただいているところでございます。 

そういった中で現在の策定でありますけども、委員会を２回行っております。この委員

会の２回の内容でございますけども、第１回目につきましてはそれぞれの委員さんから今

現状の商工に対しての考え方を述べていただいておりますし、第２回目につきましては、

アンケートを行っておりますので、そのアンケート調査の概要について協議を行っている

ところであります。今後３回、４回、５回と進むわけでありますけども、そのアンケート

に基づいた今後の対策、基本骨子並びに実効性の高い施策について議論を重ねるところで

ございます。以上です。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 
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○勝又副委員長 

 進捗状況を伺ったわけでございます。先ほど来からこの年の緊急経済対策だとかそうい

う部分でも、商工振興の関係については、話が出てきている訳ですけど、僕も一般質問等

で待ったなしの状況の中で対策を施していかなくてはいけないと以前一般質問で言いまし

たけど、おそらく今までどおりのことやってももうだめだと思うんです。それじゃだめに

なってきたわけですから、そのことを１８０度変えてでもやっぱりやっていかないことに

は恐らく活性化につながっていく形にならない。 

どこの町もそういう問題は抱えているわけですけど、きちっと地域で生き残っていくと

か、大手のショッピング施設等も近隣にあるわけですけど、それに対抗した形の中で少し

でもお客さんを生かした形で地元で買い物してもらうような方策をとりながらでも、しっ

かりと商店街を守っていかなくちゃいけない部分なのかなと思います。その中で、まだ策

定委員の方が、２回ほどの会議しか設けられてないということに、形がちょっと見えてき

てないわけですけど、その根本的な考え方として冒頭に述べさせてもらいましたけど、そ

こらの考え方の視点で捉えて物事が進んでいくことなのかどうなのかっていう部分で、町

の考え方についてお聞かせ願いたい。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

当然勝又委員おっしゃるとおり、新たな発想と言いますか、ある意味奇抜な発想を取り

入れなければ、なかなか改善策は見つからないというような御意見でありますけども、事

務局サイドとしても、そういった御意見重々承知しているところであります。 

ただそういった部分においても、当然、行政側だけがどうしようかということではなく

て、先ほど河口委員もおっしゃられたとおり、各個店の努力と言いましょうか。各店の考

え方、そういった部分も非常に重要でありますから、そういった各個店の考えや思い、そ

れから商工会そのものの主体性という部分が十分に取り入れながら、そちらの方が逆に言

うと主体的にやっていただきながら、町がどう支援をしていくのかというようなスタイル

が望ましいのかなぁというふうに思います。 

だからと言って、町は何もただお金だけ出すとかそういうことではなくて一緒になって

考えていかなければならない。いつも各個店や商工会が主体的な取り組みを望んでいるわ

けであります。そういった部分において、当然のことながら新しい発想、いわゆる実効性

のある政策を、この商工振興計画の中でも考えていかなければならないという部分でござ

います。持続的なそういった取り組みをしなければならないというふうに思っております。 

清里町も人口４千ちょっとということでありますから、そういった部分十分頭の中にい

れながら、今後ともこの商工振興対策をおこなわなければならないということであります

から、商工会それから各店、そして行政が一体となって、また今回いろんな方々が多くの

委員の中に入っていただいております。そういった方々の御意見を聞きながら実効性があ

る、持続性のある取り組みを十分検討してもらいたいと思っています。 
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○前中委員長 

 勝又委員 

 

○勝又副委員長 

 おっしゃるとおりでないかなと思うんですけど、余談にもなりますけど、今までの取り

組みを全部否定するわけではありませんけど、今までの取り組みというのがいわば街並み

が大きく良くなって、商店街が新しくなったわけですけど、街路灯の整備だとかいわばそ

のお金を生んでいかないような形の整備の仕方をしてきたという、回りまわった時にはお

金に結びつくようなことだったかもしれないけれど、そういう部分じゃなく、もう少し視

点を変えていい意味できちっとお店屋さんが儲かる形をつくらない限り、その儲けが次に

つないでいく形のものがないと、僕はその場しのぎみたいな感じで結局はその継続性、持

続性のないようなものになってしまうんじゃないかなと感じる部分なんですよね。 

そういった意味での１つの視点を変えていくという部分なんですけど、でしたらどうい

うことが良いんだったら私もそういう部分での妙案ありませんけども、商工会そして消費

側の人たちも入っているかな。そういう策定委員の中で将来に向けた部分で、町長が言わ

れているように、１つの公共財としての店。店がなくなれば、幾ら移住定住なんて言った

って、住んでくれる人はいませんから。そういう形も含めて、計画が立てられる形のもの、

望んでいきたいと思っていますけど。そこについて。 

 

○前中委員長 

 企画振興課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 勝又委員の方からご意見いただきました。それから、町長も以前から申し上げている公

共財としての部分。先ほど私が申し上げましたその清里の商工の範囲って言いますか、そ

ういった分も含めましてやっぱりある程度、この部分の範囲内でやるという部分で、はっ

きりとした中でどういう事が出来るのかと。その中で実効性の高い施策という部分が必要

なってくるかなというふうに思います。 

御承知のとおりお店が儲ける１つの対策としては、今までずっと継続的にやっていたわ

けですけどもスタンプカードについても、今ダウンしてしまいましたんで、このスタンプ

カードについても、新たなスタンプカードの方策について、商工会が主体となったり、ス

タンプ委員会が主体となった議論もしていただいておりますんで、そういったことの中身

を聞きながら、勝又委員おっしゃるとおり、各個店も儲かっていただけるようなそう言っ

た実効性の高い施策を考えていかなければならないと思います。そして消費者も利用しや

すい商工振興になっていかなればならないと思います。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 
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○勝又副委員長 

 利用しやすいということは恐らくお客様、きちっと喜んでもらえる商売となって行く、

そういうことが一番の部分でないかと思っています。ただ、昔は僕らも小さい頃には、農

家の人が付け買いしたり何だりって、秋に支払いしてお得意さんというか、そういう部分

もあったんですけど、その後は農家の経営がサラリーマンと同じような給与とりのような

形の生活をするようになってから、そういうのもなくなったわけなんですけど、やっぱり

そういう中でそれと同時にやっぱり外へ買い物が出ていきやすくなっちゃったような部分

もあって、まして交通機関も当然便利になってという部分がありますけれど、しっかりと

守っていくというのは住民意識も含めて、商店街がまあまあ活性化しているような部分は

他にもありますから、それも含めて取り組んでいけるような形を取っていただきたいなと

思います。計画は恐らく策定委員の中で、すべからく最後まで進めることでなく、ある程

度はコンサルをいれていくのかなと思っていますけど、あくまでもやっぱりどこにでもあ

るようなコンサルだと主導のような形の計画じゃなく、自分たちでつくったものにしてい

ただきたいなとそのように思う次第ですけど、そこについて。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず最後にお話しいただきましたそのコンサルの導入の関係でありますけども、このコ

ンサルにつきましては、当然のことながらまとめたデータの整備だとか、そういった部分

についてはやっていただいておりますけども、具体的な中身については、当然策定委員会

の中で議論をしていますし、申し上げそびれましたけども策定委員会の前は、商工会と行

政と観光協会に入っていただきまして、幹事会というものをその１回の策定委員会前に２

回程度を開催しております。その前には事務サイドでも十分に議論をしておりますんで、

その議論の中身といいますか、その方策につきましては、当然のことながらコンサル主体

ではなくて、自分たちがつくっていくんだという意識も持っていますし、そうしていきま

す。 

それから全体の話になりますけども、先ほども申し上げました商店街は１つの公共財、

まちづくりということにもつながっていきます。そういった部分で、外に消費が逃げない

ように、当然のことながら町に商店街に人が集まる仕組みをつくったり、先ほどスタンプ

カードの話でも、ただ単に買い物をしたらポイントがつくではなくて、例えば行政連携の

中で、スタンプカードの中に行政の情報なり、例えば検診を受けたらポイントがつくだと

かボランティアをしたらとか、子供が図書館に行ったらポイントがつくだとか、いろんな

ことをやっている市町村もありますんで、そういった部分もを参考にしながら、商工会だ

けのことではなくて、それがまちづくりや活性化につながれば人も流れづらくなるかなと

いうふうに思っておりますんで、委員御指摘のとおり、消費が逃げないではなくて人が町

に集まる仕組みづくりを委員ともどもしていかなければならないというふうに考えており

ますので、御理解を賜りたいと思います。 
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○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 次の部分について、質問したいと思います。監査意見のほうにありましたけど、この店

舗出店改修補助事業。実績として２件ほどあります。その中で指摘にありましたようにな

かなか事業内容、事業の実現性、財務の状況並びに所有権など確認のうえ慎重に判断され

たいというので、休業したり、店舗移転に至っている案件があるというわけですけど、き

ちっとした調査がされているのかどうなのかってことをお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今の御質問は認定の段階でということで良いでしょうか。その認定の部分でございます

けども、当然のことながら規定がございます。そこにはまっているかどうかというような

部分を当然のことながら精査させていただきますし、庁舎内の委員会において議論をしな

がら、申請者の方に聞き取りをしながら最終認定をしている状況でございます。その後の

運営に至って、さまざまな状況の中でお店を辞めざる得なくなった状況もございます。 

とはいえこういった事態が実際に発生しているわけですから、今後につきましては、当

然のことながら申請時においてのチェック機能といいますか、そういった部分をさらに強

化するとともに、今後これは検討課題の１つですけども、第三者の方にも相談するのが良

いかどうか、そういった部分も検討もしながら今後においての申請については、十分慎重

に認定についての協議を進めてまいりたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 既にもう支出されたような部分で、こういう案件についての部分ですとか返還という形

なんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 たしか常任委員会でそういった話もさせていただけたかなというふうに思いますけども、

この３年以内中で、今回の件につきましてはその補助対象費用の部分につきましては返還

をスタートさせておりまして、業者と話し合いをもちまして、月々変換を既に開始してい

るところです。 
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○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 この関係についてね、こういう事態になってという部分を含めてそうですけど、つぶさ

に常任委員会に報告があったと僕はちょっと確信してないんですよね。そんな部分でそう

いうことに至ったという部分についても、今回人づてに聞く部分もありますけれども、そ

んな部分では補助に対する事業ですから、委員会報告が必要でないのかどうなのかちょっ

とわかりませんけど、こういうことも含めて、今後とも委員会につぶさに、今現在やられ

ている方々の経過報告とかそういうものも必要かなと思いますけど。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 勝又委員おっしゃるとおり、案件が委員会での報告必要かどうかというような部分がご

ざいますけども、その委員会報告でなくても情報提供というような部分も含めながら、所

管の勝又委員長とも十分に話し合いをさせていただいて、必要な状況の中で、また報告を

委員会の議題にするかどうか別として相談をさせていただきながら、報告をさせていただ

きたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに。河口委員。 

 

○河口委員 

 商工振興計画の中で先ほど課長の答弁、非常に将来明るくなっていただきたいなとは思

うんですけども、ただ一番大事なことはやっぱり消費の受け皿の選択肢が少ないというこ

とが、ここの町の大きな問題なんだろうと、ここをどうやって解決していくのというと、

やはりそれぞれの今のお店が業態の改革と言いますか、新しい業態を出していかないと何

も解決していかないだろうと思います。 

先ほどで説明いただいたポイントカード、今いろんな方からどうなっているのという声

を聞いております。そんな中で、行政ポイントを将来使って、まさしく町のコミュニティ

ーのツールとして非常に大事な部分、ポイントカードは商工振興のあくまでも手段です。

この手段をどうやって、この４千人の中の町に間違いなく需用があるわけです。どんな受

け皿をつくっていくかって中ではポイントが非常に大事な部分にありますので、将来どう

やってもこのポイントカードは進んで行きたい中で、行政ポイントは大きな部分になりま

す。ぜひこの辺を早く進めて、皆さんの同意の中でというとなかなか進んで行かない。当

事者は尻込みしている部分が結構ありますんで、大胆に進めていただきたいなと思います。

まさしくこのポイントカードは、商工振興の手段として、非常に大事な部分になりますし、
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また、今後どうやって地域通貨への使い方としても、発展できる部分になっていくと思い

ますんで、商工会、当事者の中で進めていっていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

河口委員おっしゃるとおり、まず、消費の受け皿というのが当然のことながら、うちの

４千人の枠である程度決まっているわけでありまして、それぞれ町村で消費の受け皿、範

囲が決まっているわけですから、それのある意味、奪い合いの部分もありますし、自分の

町の受け皿は自分の町でしっかりと確保するという部分もありますんで、そういった兼ね

合いの中で、しっかりとできる範囲の中で町の中でというようなことを先ほどから議論を

いただいておりますんで、そういった部分を念頭に置きながら、実効性の高い施策を売っ

ていただきたいというふうに思っておりますし、今おっしゃられた部分のポイントカード

についても当然のことながらその商工会、各店舗そういった方々がそのそういったことに

結びつけながらまちづくりができるような取り組みを町としてはやっていきたいなという

ふうに思っておりますんで、今御意見も十分参酌しながら進めていきたいと思っておりま

す。 

 

○前中委員長 

 ほかに２目観光振興費７１ページから７３ページ。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ７２ページ、神の子池維持管理事業費についてなんですが、以前の議会また委員会でも

よく話を出したりするトイレの件です。平成２９年の予算の時に今後国定公園に神の子池

が入っていくということで、トイレはどうなるのかと池下委員からあったと思います。満

喫プロジェクトとか国の補助金など、こういうものを使ってトイレを改善していきたいと

いう答弁をいただいているんです。その後どういうふうなっているのか。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

神の子池のトイレ整備の関係につきましては、満喫プロジェクトを統括しております環

境省の補助事業でございますので、その環境省補助事業のほうには手を挙げている最中で

ございます。今年やるだとか来年やるとかという期間ではなくて、ある程度長いスパンの

中で、まず手を挙げるか上げないかという部分がございます。それでそれについては手を

挙げているということでやる時期が決まったらそれに合わせて申請をしていくというよう

な仕組みになっております。 

そういった中で、３０年度も予算化させていただいております観光振興計画、この中で
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神の子池の整備、それからさくらの滝の整備を中心に、今まさに神の子池のトイレのあり

方も含めて協議を重ねているところでありまして、神の子池のトイレだけではなくて、そ

の周辺でありますとか林道のあり方ですとか、そういった部分がありますので、トータル

的に取り組みながら、当然強く言われているトイレにつきましても中心となって考えてお

りますので、御理解を賜りたいというふうに。今年度中にはその整備方法についてお伝え

できるかなと思います。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 協議中だという話をいただいたのと国の事業のスパンがありまして、すぐではないとい

う答弁だったんですけれども、前にも同じような話をさせて貰ったんですが、神の子池、

かなり急激に有名になったものですから、結構知られてインターネットでもいろんな書き

込みがあるんです。結構残念スポットというところに入るようになっていまして、言われ

ている割にはそうでもない、そこは人の感性の違いもありますから良いですが。 

ある町民の知人がという話で話を聞かさせてもらったんですけど、最近九州から親子で

来た。清里で神の子池あるんだよね、行ってみたいと。トイレを見てとてもがっかりした。

汚い。これ観光の名所と言いますか、そういう場所にとっていただけない。それを今課長

は協議していますって言っていましたけども、すぐやらなきゃいけないことだと思ってい

ます。こういうことが発覚して１年以上経っている。その事業を使いたいから採択になる

まで、ちょっと待たなきゃいけないとかでなく、自ら進んですぐやる。もしくは前もお話

させてもらいましたが、するということでなければ一時撤去する。余りにもちょっと協議

に時間がかかり過ぎて、または改修することに時間がかかり過ぎて、放置されているとい

う状況でずっと評価が下がっていくんです。その部分をもうちょっと考えてほしいと思い

ます。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 観光地基本整備計画を策定するにあたって、実際に我々職員が神の子池に３日間出向き

まして、それぞれ生の声を聞いております。そういった中で、神の子池に来てどうだった

ということをお聞きしますと、非常に良かったと。次回も来たいですかという問いに約８

割を超える人がまた来たいと。今回何回目ですか。２回目だけどまた来たいと、ほとんど

の方が何度も何度も来たいという部分がございまして、神の子池全体で何か気になること

はございますかという部分で確かにトイレという声もあったかもしれませんけど、ほとん

ど実はなかったわけでありまして、当然ＳＮＳとかでは上がっているかもしれませんし、

実際にトイレがそういう状況ですからそういった声もあるというふうに認識をしておりま

す。ただトイレだけを整備しても、その先の林道をどうするかとか全体の部分を捉えなけ
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ればならない部分ございますので、その計画について今年度何とか目安をつけて、トイレ

についても来年度以降、なるべく早い段階でどうするのか。単純に取り壊すが良いのか、

あそこに立てるべきなのか。違うところに立てるべきなのか。そういった部分を含めて、

一番の問題は、電気がないもんですから、そういった部分であそこの景観を守りつつ、ど

ういったトイレをつくらなければならないかという部分も十分に配慮しながら、来た方に

すごく良かったというふうに思っていただけなければいけないと思ってますんで、そうい

った部分含めてトイレについても慎重にならざるを得ないということも賜りたいというふ

うに思います。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 課長の言っていることは十分に分かっているつもりです。また、あえて言いますけども

でもスピード感も凄く大事なんです。もちろん３０年の予算立ってますし、また次年度に

向けてとおっしゃっていますが、言っていることは解るんです。すごく大きな枠でとらえ

て例えば自然を破壊してはいけないとか、林道の関係もそうですけれども、大きな取り組

みの１つということは解っております。今課長がおっしゃられたアンケート８割方の人が

良かった、次も来たいと言ってくれた。ありがたい話です。でも、違う声にあえて耳を傾

けることが、実は重要なことなのではないかと思いますんで、その点も含めた中でスピー

ディに取り組んで貰いたいと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいま伊藤委員のご意見も十分に参考にしながら、どれだけスピード感が持てるかと

いう部分もありますし、さらに日常のトイレの清掃の強化ですとか、そういった部分も重

ねて実施しながら、そういった御意見も十分にあるということも我々も承知しております

ので、意見が少数とか多いとか少ないということではなくて、そういった分もトータル的

に捉えながら、スピード感を持てるものはスピード感を持って進めてまいりたいと思いま

す。 

 

○前中委員長 

 ほかに池下委員。 

 

○池下委員 

同じく神の子池について、伊藤委員が言ったトイレの話。私も５年も６年も前から何回

も訴えてきました。神の子池がみんなに取り沙汰されるようになって、テレビも来るよう

になって、そのときから恥ずかしいと何回も訴えてきました。あちこちの観光地に行って、
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ああいうふうなトイレはほとんど見かけることはありません。 

今現在、毎年８万人ぐらいの方が来られている点はわかっておりますけども、去年、阿

寒摩周国立公園に指定されまして、そのときにトイレの話をしたときに、今度、国の管轄

になったので今まで以上にスピーディに進むんではないかという話を聞いておりましたが

いまだに全然変わってないというふうに思います。やはり神の子池ばっかりでなくて、全

体で考えたら課長言うようなことかも知れないけども、やっぱり数多くの女性が来るんで

すよ。男はそんなにね。汚くてもいいかというのもあるんです。やはり女性というのは、

デリケートです。だから、神の子池でトイレしないでパパスまで我慢している人がいるん

です。実際に。こうやって本当に国立公園に指定されたんであれば、いち早く国に要望し

て、早急にやってもらうようにもっと強い要望が必要かなと思いますので、しっかりやっ

ていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 神の子池のトイレの関係でありますけれども、環境省にも、その整備について何度とな

く要請をしたわけですけれども、単独で神の子池のトイレを整備していただくというのは

なかなか厳しい状況でございます。先程申し上げました補助事業も使いながら、やってい

かなければならないのかなと。それに伊藤委員おっしゃられているようなスピード感を持

ってやっていかなければというふうに思っておりますし、冒頭申し上げた部分のお話にな

ってしまいますが、神の子池のトイレも軸としました検討を行っておりまして、その結論

については今年度中にしっかりと出していきたいというふうに思っておりますので、ご理

解を賜りたいというふうに思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。３目オートキャンプ場費、７３ページから７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

４目江南パークゴルフ場費７４ページから７５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

ここで説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。ここで、３時３０分まで休

憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時２５分 

再開 午後 ３時３０分 

 



89 

○前中委員長 

 再開いたします。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費７５ページから７６ペ

ージ。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２目道路新設改良費７６ページから７７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２項都市計画費、１目公園費７７ページ。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 公園の整備費なんですけれど、今回もちょっと台風の後の風で緑ヶ丘公園の木が倒れて、

老朽化している木が意外に倒れることが多いんじゃないかなと、少し整備されたらいかが

なと思いますけど、そこについて。 

 

○前中委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの緑ヶ公園の樹木の関係かと思いますが、今回２１号台風の中では、太めの枝

が２本程度折れた程度でございまして、その他やはり木の多い公園ということで、小枝が

かなり飛んだんですけど、それについては公園管理のシルバーを頼んで撤去して、すぐ使

えるようにしたところでございます。 

緑ヶ丘公園については、花とか木が多くて自然公園ということでかなりの方がウォーキ

ングですとか、散歩、パークゴルフも健康づくりのためやっておりますけども、樹木が多

いということで、当然、老木と言うか、古い木については点検をしながら。撤去、切った

りするような形をとっております。今後もそれについては、倒木しないよう、事前に点検

しながら対応していきたいと思っておりますんで、御理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかに３項住宅費、１目住宅管理費、７７ページから７８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２目住宅建設費、７８ページ。池下委員。 

 

○池下委員 

７８ページの公営住宅改修事業費４千４００万出ておりますけども、説明書を見ると上
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斜里団地と野川団地１４戸浴室の改修が行っております。さくらんぼ団地に関しては、外

周工事８戸行っておりますが、現段階さくらんぼ団地はまだ５戸空きがありますが、これ

に関して外部改修は行っているのですが、浴室等それから内部改修とかそういった予定は

あるのか、その辺いかがですか。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今御質問のありました、まず外部改修でございますが、こちらは屋根と壁について、塗

装等を行っております。こちら計画的に行っている部分でございますので、順次公営住宅

部分について行って参ります。また浴室改修、上斜里団地、野川団地、こちらにつきまし

ては、昨年度この戸数でやりまして残りの部分につきましては、今年度すべて実施すると

いうことで予算化させていただいた部分でございます。それで御質問の空き部屋関係でご

ざいますが、こちらについては基本的に退去された時点で、修繕をかけて入れる状態にし

て、また再度お貸しするという形になっておりまして、直した形になっております。それ

で長期間空いている部分はありますので、そういった分については入居される場合に若干

清掃等をかけながら入居していただきたいと思っているところです。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 これとは関係ないかもしれないですけど、さくらんぼ団地の空きがあることは、今まで

何度か指摘してきました。やっぱり町民の方は、新しくできたひまわり団地にどうしても

目がいってしまって、そちらの方を選んでしまうのかなと。空きがあることに対して、何

か町としては何か手をうって埋めていく考え方はあるのでしょうか。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今の段階で例えば大規模な改修を入れて、そちらの方に目を向けていただいて入居して

いただくという考えは思っていないです。というのは公営住宅という関係がございまして、

所得等の制限があってなかなかご利用をいただいていない部分が、実際に問題があるもん

ですから、実際入居したい方はいらっしゃるんでしょうけども、制限があって入れない方

は多いと思いますんで、今改修を行って入っていただくということとちょっと違うんだな

というふうに考えているところでございますんで、そういった考えをいまのところはちょ

っと持っていないところでございます。 
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○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 さくらんぼ団地もいろんなタイプがあるんですよ。２ＬＤＫ、３ＬＤＫ。例えば２ＬＤ

Ｋに住んでいる方であれば、３ＬＤＫも空いているところが３戸ぐらいある。例えば現在

２ＬＤＫに住んでいる方で、空いている３ＬＤＫに移りたい方も良いですよという方法は

どうなのかなと私ちょっと思ったんですけども。町としてはそこら辺どうですか。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 部屋数少ない住宅から多い住宅に移ることはどうですかということですが、家族構成で、

例えば手狭であるとか、そういったことであれば公営住宅から公営住宅の移動と言うのも、

御相談にのれると思いますので、担当の方に相談していただければなと思っています。今

のところは積極的に移ってくださいと、そういう話は町からはしていないところでござい

ますけれども相談にはのれると思いますんで、もしそういう御希望があれば可能は可能だ

と思います。空き室が多い中では、家族数が多いという条件の中で、希望があれば可能で

はないかという考えでございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今の課長答弁ですと、例えばそういうふうな広報に載せるのはなかなか難しいのか。家

は何年も空いていると、どんどん傷みが激しいですよ。湿気もすごいですし。であるなら

ば町が自発的に広報等にこういったことができますよと載せるのも１つの手かなというふ

うに思いますんで、どうぞ原課でいろいろな話をしながら皆さんに入ってもらうよう前向

きにやっていただければと思います。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今おっしゃられましたように住宅が傷むという面も承知しているところでございます。

今言わなかったですが、実はさくらんぼ団地は空いているんですが、例えば今後、例えば

建てかえの計画ですとか取り壊しの計画でそういった部分のところの住宅にお住まいの方

がいらっしゃいますので、そういった方の移転先ということでも考えていただきいけない

なということもありますんで、早めの段階でそういう希望がある方については、そちらの
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方に移っていただくということも可能かと思いますんで、そういったことも考えていきた

いなと思っております。 

 

○前中委員長 

 ほかにございませんか。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。暫

時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時４４分 

 

○前中委員長 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防費７９ページ。ございませんか。質問漏れはありま

せんか。それでは説明員交代となります。休憩前に引き続き審査を再開します。 

 

再開 午後 ３時４７分 

 

○前中委員長 

 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。ありませ

んか。 

（「なし」との声あり） 

 

２目教育諸費、８０ページから８２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費８２ページから８４ページ。一括で審

査願います。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

３項中学校費、１目学校管理費、２目教育振興費８４ページから８５ページ。一括で審

査願います。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

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。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２目生涯教育費、８６ページから８８ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○前中委員長 

３目生涯学習総合センター費８８ページから９０ページ。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 生涯学習センター費でお伺いしたいんですが、ここに防犯カメラを設置したと思います

が小学校の部分というふうに理解していますがこの防犯カメラの画像は何年間ぐらい保存

しているのか。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 防犯カメラにつきましては生涯学習総合センターの敷地でありますが、児童の通学の見

守りということで駐車場から１６号に向かって設置をしているものでございます。これに

つきましてはカメラの中で記録保存いたします。１週間の保存ということでございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 １週間の保存ということですが、学習センターの中にいては見られないということです

か。通常は。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 このカメラのシステムといたしましてはノートパソコンをカメラのところに持っていき

まして無線の形でデータを受信するスタイルのものになっております。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 毎日確認しているわけではないと。何かあった時にしか確認しないということで理解し

てよろしいでしょうか。 
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○前中委員長 

 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。 

 

○前中委員長 

 ほかに。４目、図書館費９０ページから９１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

５項保健体育費、１目保健体育総務費９１ページから９３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２目トレーニングセンター費９３ページから９４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

３目、町民プール費９４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

４目スキー場管理費、９４ページから９５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

５目学校給食センター費、９５ページから９６ページ。よろしいですか。ここで説明員

交代となりますが、質問漏れはありませんか。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ９０ページの郷土資料館管理運営事業費について、昨年の冬、議会でも郷土資料館に視

察に行きましたが、２９年度御来館数はどの程度かお聞きしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ２９年度郷土資料館の来館者１５７名でございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 １５７名ということは、過去３年間ぐらいと比べて動向はどうでしょうか。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 前年度比が手元にございます。前年度９２名ですので、２９年度につきましては前年度

より増えている傾向にございます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 前年度９２名、２９年度は１５７名。倍まで行けませんけども増えている。 

普段鍵がかかっておりまして、生涯学習課に連絡をとらないと、入れない状況になって

おります。我々議会も所管事務調査で、昨年２月に行きました。非常にすばらしい資料が

あったり、昔の先人が使っていた農耕器具があったり、すばらしいものがいっぱいあるに

も関わらず、来客数が少ないんだなともったいないなというふうに思いました。これ町民

の方が郷土資料館はあるのかないのかもわからない人がいっぱいいると思います。 

今後、まちづくりをしていく上で町の資料館というものは本当に人が集まるような所に

あるのがベターというふうに思うんですが、今すぐって話でありませんけども、移転をし

てきよ～るのそばに持っていくとか、そういうことを前向きに考えながらやっていてほし

いなと私自身で思ったものですから。その辺のことをお伺いしたいなと思いますけど。 

 

○前中委員長 

 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現在も無人ということになっております。これの利活用につ

いてでございますが、以前に生涯学習総合センターに郷土資料館の資料を持ってロビーの

展示などをしております。今後につきましても企画を実施するなどして郷土資料館につい

てＰＲをしてまいりたいというふうに考えております。 
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また移転ということにつきましては、社会教育中期計画等でそのような基本計画にはな

ってございませんが、今後の利活用の仕方方策の検討の中で、そのようなことも出てくる

のかもしれないのかなというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今まで生涯学習センターに物を移して見学してもらった推移があったということであり

ます。出来れば、私はきよ～るの横に焼酎工場の方へ向かってずっと見学していきながら

焼酎工場への動線ができるというふうに思ったりもしたものですから、出来るなら良いじ

ゃないかと私自身勝手に思っていたものですから、質問したわけですが実際的には移転と

いうのはなかなか難しいかなというふうに思いますけども、清里町の１２０周年記念事業

も終わりましたけども、やはりそういった先人達の物をすごく大切にしていただきたいと

思います。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいまの御意見も１つの御意見として踏まえながら、次期の社会教育中期計画の中で

郷土資料館の利活用について検討を進めてまいりたいと思います。以上でございます。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 ９３ページの清里トレーニングセンター管理の関係で、近年随分利用客が増えて、トレ

ーニングマシンが２階にあるわけですけど、僕はちょっと利用していませんけど、近隣の

町村ではちょっとないぐらいのすばらしい器具が揃っていることで、かなり他町村からも

利用客があるわけなんです。利用実態って把握されているのかな。町外の利用者の把握も

出来ているのかなと。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 平成２９年度のトレーニングセンターの利用状況でございます。その中で町内につきま

しては７８．５％。町外については２１．５％ということで８割程度は町内、２割が町外

からの利用者ということになっております。 
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○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 総体利用数は。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ２９年度の利用者数２万６千９１６名でございます。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 ２割ぐらいの町外利用があるということなんですけど、主目的が農業者トレーニングセ

ンターということで、あくまでも温泉の利用とかそういうものとはちょっと別な部分で解

釈した時に町内外料金が同じなのか。そこら辺の部分についてどうかなと。 

 

○前中委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 この議論につきましては近年御指摘をいただいている部分もございます。北海道内調べ

ますと確かに幾つかの自治体につきましては、町外差をつけているところがございます。 

使用料につきましては消費税増税等に合わせて、一括見直し検討してまいりますが、町

内、町外を１回１回どう把握するか。年間パスの場合は最初に発行してしまえば問題ござ

いませんが、逆に１回１回の利用は非常に難しい部分もございます。それからトレセンは

良いですけどもプールですとか他のところもございますので、その他の体育施設との整合

性等々も検討しながら、次期の使用料の見直しの中で検討を進めてまいりたいと考えます。

以上でございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。教育費全般で無いようなので、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時 ２分 

再開 午後 ４時 ４分 
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○前中委員長 

 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９６ページ、一括で

審査願います。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

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） 

 

○前中委員長 

１２款災害復旧費、１項災害復旧費、１目災害復旧事業費９６ページから９７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

ここで説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。無いようなので、暫時休憩

します。 

 

休憩  午後 ４時 ５分 

再開  午後 ４時 ７分 

 

○前中委員長 

 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、１１ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２款地方譲与税、１１ページから１２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

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１２ページ、一括で

審査願います。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

６款地方消費税交付金、７款自動車取得税交付金、８款地方特例交付金、１２ページ、

一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 
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○前中委員長 

９款地方交付税１２ページから１３ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

１０款交通安全対策特別交付金１３ページ。 

 

○前中委員長 

１１款分担金及び負担金、１３ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

１２款使用料及び手数料、１３ページから１５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

１３款国庫支出金、１５ページから１８ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

１４款道支出金１８ページから２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

１５款、財産収入２１ページ。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

１６款繰入金、１７款繰越金２１ページ。一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

１８款諸収入２１ページから２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○前中委員長 

１９款町債２３ページから２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

２０款寄付金２４ページ。ありませんか。 
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（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

実質収支に関する調書、９８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

財産に関する調書、公有財産、物品、基金９９ページから１０４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

基金の運用状況、１０５ページから１０６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

全体を通して質問漏れはございませんか。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

 これをもちまして、一般会計の歳入歳出の審査を終わります。 

 

○前中委員長 

 お諮りします。本日は、延会いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

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１３日を休会とし、

１４日の９時３０分から審査を行います。本日はご苦労さまでした。 

 

（休会 午後 ４時１０分） 
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平成２９年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第３日目） 

 

平成３０年 ９月１４日（金） 

  開 会   午前 ９時３０分 

    散  会   午後１１時５９分 

 

●出席委員（７名） 

   委 員 長  前 中 康 男     委  員  河 口   高 

   副委員長  勝 又 武 司     委  員  堀 川 哲 男 

   委  員  村 島 健 二     委  員  伊 藤 忠 之 

   委  員  池 下   昇      

 

 

●欠席委員 

   なし 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長       櫛引 政明    副町長        宇野  充 

  総務課長       伊藤 浩幸    企画政策課長     本松 昭仁 

  町民課長             河合 雄司    保健福祉課長     野呂田成人     

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

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

  教育長        岸本 幸雄    生涯教育課長     原田 賢一 

  消防清里分署長    岡崎  亨     

 

 

 

●職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長       溝口 富男 

    主  査       寺岡 輝美 

 

 
  

〇前中委員長 

 おはようございます。 

 

○前中委員長 

 ただいまより特別会計の審査に入ります。介護保険事業特別会計歳出１５ページから１

９ページ。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○前中委員長 

歳入９ページから１１ページ。ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

実質収支に関する調書、財産に関する調書２０ページから２１ページ。一括で審査願い

ます。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

 続いて国民健康保険事業特別会計、歳出３７ページから４２ページ。ございませんか。 

 

○前中委員長 

歳入３１ページから３３ページ。ありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 国保会計をちょっと見たんですが、未済額があるようだけれども、毎年どういうふうな

流れで回収をしているのか、ちょっとお伺いしたいのですが。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま御質問にありましたのは、国民健康保険税ということでしょうか。国民健康保

険税につきましては、今年度未済額につきましては、現年分で１８４万２千円、滞納繰越

分で３６４万７千６４６円となっております。こちらにつきましては現年分の方につきま

しては実人員が２５人ということで未納であったという形になっておりまして、滞納繰越

分につきましては、実人員が２６名といった形になっております。 

こちらの方につきましては税という形で集めておりますんで、税担当の方で折衝等を繰

り返しながら毎年集めているところでございますが、決算審査の報告にもございますが、

３年間で３００万円程度、税収含めまして未納額が増えたということでございました。そ

の中に当然国保税の方も入っておりまして、単年度で事業の業績が悪くて非常に多くの滞

納が積み上がったという年も実際にみられます。その中でも、税の担当者の方ではそうい

った方のところに伺いまして、納税の相談等させていただきながら、納入の方を進めてい

ただけるところでございますが、なかなか思ったようには入ってきていないという現実が

あるところでございます。ただ、粘り強く納入を求めていくという形の中で進めていると

ころでございます。現実問題、昨年度から特に折衝の方の強化をしておりまして、毎月あ

る程度日数を決めまして関係する方々のところを、国保税に限らず他の町民税も含めまし

て、回らせていただいているという形の中で進めさせていただいているという現状でござ

います。 
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○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今の課長の説明で今年度２６名という数字が出たんですが、これは例年同じぐらいなの

か、それとも減っているのか増えているのか。そして支払ってない方の状況を見て、支払

えるんじゃないのかという部分もあるのか。その辺はどうですか。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいまの人数につきましては、年度末現在の数字となっておりますので、例えば１期

分だけ残っていると、年度をまたいだ時点で年度繰越にはなるんですけども、そういった

中で支払っていただいている方は実際には多数いらっしゃいます。ただ最終的に残ってい

るのは、これぐらいの人数の方がだいたい例年同じような人数で残っているのが実状でご

ざいます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 年度またいでは当然あるんですけど、うちの町の場合は確か７期でしたか、払いやすく

しているにもかかわらず、そのようになるというのは、例えば話ですけれども、この２６

名の方は毎年同じような人が多いのかなと思うんですが、例えば個別に話合ってもっと払

いやすい方法にするとか、そういうことはどういうふうに考えているのか。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 納期を７期のところ委員おっしゃるところでは８期なり９期なりという考えだと思うん

ですが、現実問題この方々につきましては折衝の中で分納できる方については、例えば１

２回に割って払うだとかそういったような相談させていただきますので、この方々につき

ましてはそういう形で進めさせていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 うちの町の税金、使用料とかに関してはうちの町は回収率が高いほうかなというふうに

思うんですよ。よその町と比べて。でもこれは１００％回収しなければならないわけで、

ぜひその辺、課を上げて全力で取り組んでやってほしいと思います。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 委員おっしゃるとおり、１００％が確かに望ましいわけでございますが、実情としてな

かなかそうなっていないという事実でございます。現実問題には税務担当者を中心としま

して使用料関係ですとか、そういった各課の担当が課をまたいで協力し合いながら、徴収

にあたっております。そういったことも今後進めていってなるべく収納率を上げていきた

いと思っております。 

 

○前中委員長 

 ほかに。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 直接担当の者に聞いたら良いんじゃないかというようなことなんです。この不納欠損額

に移行していくっていう基準があると思うんですが、この国民健康保険について、どのよ

うな形で不納欠損額に回していくのか。 

 

○前中委員長 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 不納欠損につきましては、地方税法の規定に基づきまして、執行停止という措置をまず

とります。それから５年間の期間をとって、期間を得たものについて不能欠損の処分とい

う形で進めているところでございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかにございませんか。 

続きまして実質収支に関する調書財産に関する調書４３ページから４４ページ、一括で

審査願います。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

後期高齢者医療特別会計歳出５５ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 
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○前中委員長 

歳入５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

実質収支に関する調書、５６ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

続きまして簡易水道事業特別会計、歳出６７ページから６９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

歳入６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

実質収支に関する調書、財産に関する調書、７０ページから７１ページ。一括で審査願

います。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

続きまして農業集落排水事業特別会計歳出８３ページから８４ページございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

歳入７９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

実質収支に関する調書、財産に関する調書、８５ページから８６ページ。一括で審査願

います。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

焼酎事業特別会計、歳出９７ページから９９ページ。ございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 焼酎が２９年度途中から値上げっていうことで、実質進んでいるわけですけども、解り

づらいことがあったので確認させていただきたいんですが、ＰＢ商品関係の在庫を確認さ
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せていただきたいんですけども、２９年度の販売実績ということでいただいていまして、

そのうちのＰＢ商品の４４％については、在庫量、貯蔵量、０ということでなっているん

ですけども、この数字は間違いないですか。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 ただいまの御質問は２９年度末のＰＢ商品の製品在庫の関係だと思うんですが、２９年

度年度末でＰＢの製品在庫といたしましては、３千６７８本ということになっております。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 焼酎工場の数字が分かっていないもんですから、時間をかけさせていただきたいと思い

ます。決算の中では、ちょっとおかしいのかもしれませんけれど、２９年度実績の中で在

庫状況のＰＢ４４％は、在庫ゼロという形になっている。で計２８年度の在庫が、４４％

のＰＢで７２０ｍｌ換算が、４千５３１本、在庫ありましたよ、ゼロになりました。途中

売れた部分の数字を４４％ＰＢというのは、商品名で何を作られていたのかなというと、

今まで説明いただいているのは、訓水ということになっているようなんですけども、そう

すると数字が合わないんで、２９年の残と３０年度のゼロになってその間で訓水の販売の

本数だとか見えてこなかった。それをまず確認させていただきたいのと、値上がりした時

点で、ＰＢ商品はどのように扱われているか。実際はＰＢについて在庫はそう持っていな

く整理されていますという説明をいただいているんですが、現実には委員会の説明の中で

も、保原町の１０年分の在庫があると説明を頂いているし、この在庫の管理はどのように

されているのか説明していただきたいと。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 まず最初の御質問の訓水の関係でございますが、在庫がないということは、タンク在庫

のことと思いますけど、タンク在庫はゼロになっております。それを製品化して瓶詰めし

ておりますので、製品としては訓水原酒で２９年度の年度末で３１２本の在庫となってお

ります。その他保原の関係ですが、基本的にはタンク在庫をしております。年間の月ごと

の出荷本数にあわせて瓶詰し、注文いただいたら発送するという形をとっております。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 ＰＢ商品については、価格は通常商品と同じ値上げでされているのかどうか。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 基本的にはＰＢも同時期に値上げをしておりますが、訓水に限っては、資材等いただい

ている部分もありまして、すでに製品化されていまして、タンク貯蔵がゼロということで、

訓水については値上げしておりません。 

 

○前中委員長 

 河口委員 

 

○河口委員 

 在庫は大事な部分なんですけども、保原、訓水の年間の売り上げ本数から見て、在庫量

というのは、本当にこれは正しいのかな、２９年度訓水の４４％で３９本という実績があ

るんですけども、先程瓶詰めになっているので３１２本ありますと。これは正しい在庫な

んでしょうか。 

ＰＢについても一般のＮＢについても、在庫と販売の関係、適正に管理されているのか、

あるいは例えばこの本数についてどうしても数を上げていかなきゃいけないという。ここ

は、営業が大事なんだろう。年間４０本を売らないやつに３１２本在庫を持っていますよ

っていうのが、ただしい姿なのかっていうのはどういう見解で考えられているのか。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 訓水につきましては、年度末在庫で４４度につきましては、先ほど本数をお答えしまし

たが、２５度製品で年度末で２７２本となっております。訓水の年間通しての売り上げと

しましては２５度で２００本から３００本という形になりますんで、訓水２５度について

は、今年度在庫がなくなるのかというふうに考えております。 

これから委託先の方と御相談になるんですが、原酒として売るのか。２５度に調整して

２５度製品をつくり直すのか。それが今後の販売元のお考えになると思いますんで、その

辺はこれから作業の方進めたいと思います。それと他のＰＢの在庫量の関係なんですが、

特にうちと材料が違うということで、訓水はタンク在庫がありませんので、それとあと保

原の方が売上本数と計算すると１０年分ぐらいの在庫ということで、１回の醸造で原酒換

算しますと約２キロの原酒が製造されます。それを単純に割りますと、２千８００本ぐら

いの製品が出来上がる予定であります。製品の品質管理を考えると、タンクの適正量を減
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らしてつくると品質管理ができなくなりますので、１回製造するとどうしても原酒換算で、

２千８００本出来てしまうとそれが販売量が少ないと、先ほども言いましたように、１０

年在庫になると。２千８００本ですんで年間２００～３００本だと単純に割り返すと、１

０年在庫という形になっております。それで本年度から保原についても、製造のほう見送

りという形で在庫調整を図るとともに、販売元の方に販売促進をしていただくようにお願

いをしているところでございます。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 訓水については当然原料が違うわけですから、訓水という銘柄でないと売りようがない

んだろうと思いますし、保原についてもそれぞれ２千８００本となって、昨年度９００本

売れている。これはどういう形の製造サイクルが一番正しいのかって当然必要なんでしょ

うけども、既にある在庫について、どうやってこの製造と販売等のサイクルをきちんと合

わせられるかということでは、倉敷料って取っているわけでもない。保管は経費のかさむ

部分だと思いますので、民間では在庫は非常に大きな部分になります。本当にその辺は売

る努力。それはどういうサイクルで売るんだという計画の中で、やはり製造していかなき

ゃいけないですし、焼酎が長く持続する環境づくりをぜひ大きな部分で考えていただきた

いなと思います。 

今年度は、２９年度一般財源から２千万が入っています。今回は基金に３００万が積み

あげてきています。今まで一般財源の補填は、人件費と説明をいただいています。それは

理解した部分なんですが、本年度３０年以上の予算の中ではむしろ２千６００万、行政か

ら一人減っていて、一般的繰り入れが２千６００万で増えているわけです。今年は３００

万残して基金に積み上げました。これは基金の１億だとかその辺までを将来持ち上げたい

ということなのか、それをちょっとお聞きしたいんですけども。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 原料の違う保原及び訓水につきましては、今後も在庫量を調整しながら進めていきたい

と思います。それと今の基金の関係ですが、ちょっと委員の中のお話の中で違う部分があ

ったかなという部分で確認ですけど、平成３０年での繰入金２千６００万につきましては

当初予算で組んでますんで、その後の人事異動の関係で１名減ということで予算は当初の

ままになってますんで、２名分の人件費を計上されているということで、今年度どこかの

中で補正が起こるということでご理解いただきたいと思います。 

基金につきましては、１億積むという目標を持っているわけではございませんが、将来

的には今後出てくる経営計画の中でも各機械等の更新等が出てきますので、その中でも幾

らかでも自力の資金の中で賄えるよう積み立てている最中でございます。 
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○前中委員長 

 河口委員に１つ指摘しますけども、今の歳入の部分にも関連する質疑ありますんで、そ

こを踏まえて、歳出の部分の質疑ということでよろしくお願いいたします。河口委員。 

 

○河口委員 

 基金の歳入部分については値上げ効果が非常に大きいと本年度にあるんだろうと、十分

理解しています。かたや本数販売についてはやはり前年度割っている現状の中で、さらに

良いブランドの商品販売を減らさないで、せっかく価格をあげた効果を十分にやはりしな

きゃいけないだろうと思う。基金の件については、歳入について申し上げませんけども、

補正があるということで、今回は３００万の基金があったけれど、３０年度ではそういっ

た事がないということの理解をさせていただきます。あくまでも戦略の中でもありますよ

うに、新しい商品の開発、あるいは新製品の製造量の確保ということが戦略の中で謳われ

ておりますけども、その中で今後新しい設備の改修していかなければいけないということ

も今所長の方からお伺いしました。それは今勢いがあるうちに、しっかりとした製造計画

を立ててぜひとも一般繰り入れからの金額をできるだけ少なくできる工夫していただきた

い。基本的には、基金について利益が出た部分が基金というのが、一般の解釈かなと思っ

ていましたけども、十分これから力をつけるんだということでは大事な部分だと理解しま

す。 

もう１つ、製造業の中で仕込みの段階で停電というのが、影響が全然なかったのか、そ

の辺はどう対応されたのかをお聞きしたいと。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 今回の地震に伴う停電につきましては、うちの醸造の方が今月頭から始まりまして、ち

ょうど麦を蒸して、麹に仕込みまして、一時もろみをつくった段階で今回停電が起きまし

た。もろみにつきましては温度が上がると、機械に水を通して温度を下げるという作業を

行うんですが停電がありましたので、その間は、作業員の方が通常は機械で自動なんです

けど、停電ということがありまして、職員の方が定期的に温度管理を行い、特に焼酎醸造

所自体の被害がありませんが、作業的に丸１日遅れたかなというふうには理解しておりま

す。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 大変御苦労されたんだろうと思います。施設設備で停電対応という設備をされているの

かどうかを確認させていただきます。 
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○前中委員長 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 施設として停電に対応できるものはございませんが、発電機が一台ありましたので、一

部通電はしたんですが、機械の対応までの電力はありませんので、そこは人力でやったの

が実情でございます。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 食品加工になりますんで、まさに今後とも問題の内容な形を最小限過大設備は必要あり

ませんけども、最小限の設備を今後考えていただければと思いますし、またそれに対して、

職員がきちんと対応を迅速にできるのかということも非常に大事かなと思いますんで、民

間の設備も有効に使う工夫も１つかなと思いますし、その辺を含めて食品加工の中で大事

な部分も、しっかりやっていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 今回のような全道的に停電になるというようなことは、今まで経験がございませんでし

たので、たまたま時期が良くて、うちの焼酎醸造所としては被害がありませんでしたが、

今後はいろんなことを想定しながらそれに対応できるような準備を検討していきたいと思

います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかにございますか。池下委員。 

 

○池下委員 

 ２９年度の焼酎の試飲の提供数について、お伺いしたいと思います。まず２９年度、き

よ～るとパパスの売上数量について、２９年度きよ～る全体の焼酎の売上本数。９千８９

４本。パパスランド６千１９５本。きよ～るの方で、焼酎の仕入れ金額というのが、１千

４６万６千９４０円。売店の販売数量をそれぞれのボトルの数量が全部書いてあります。

仕入原価、販売金額を計算しましたが、１本２００円とか３００円ぐらいの利益が出るよ

うな仕組みになっております。 

計算しますと、きよ～るについてはだいたい３５０万ぐらいの利益、焼酎に関して。き

よ～るとパパスの売り上げ本数を見ますと、だいたいパパスは、きよ～るの６割程度、そ
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れを計算しますとパパスの売上、焼酎に対する利益は、約２００万円ぐらい。 

そこで本題でありますけども、焼酎試飲提供数のデータがあるんですけれど、きよ～る

の場合、清里焼酎１千８００ミリ２２本、樽の１千８００ミリ１２本、原酒の１千８００

ミリ１４本。そのほかに樽の７００ミリが３０本。一方、パパスランド。清里焼酎１千８

００ミリ、６６本。樽１千８００ミリ、７７本。原酒５本１千８００ミリです。樽の７０

０ミリが４２本。この一升瓶の１．８リットルを７００ミリに計算しますと、一升瓶１本

で、２．５７本。計算しますと、きよ～るは、７００ミリ計算すると全部で１５３本。試

飲提供数ですよ。一方パパスランド計算すると４２２本。約３倍です。売上の割合が、き

よ～るの６０％しかないのに、なぜ試飲提供数が３倍になるのか。１本販売価格大体平均

１千２００円と計算すると、きよ～るは提供金額１８万３千６００円。パパス５０万６千

４００円です。２００万円ぐらいしか利益出ていないところに、町が５０万以上も提供し

ている。無償で。 

私はこういうふうに、数が増えるのであればやはり試飲の焼酎についてもお金をいただ

くべきじゃないか。こういうふうに思うんですが、所長はどういうふうに考えております

か。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 ただいまありました池下委員のデータの数字ですが、こちらで押さえている部分といた

しましては、こちらからの売上を比較した場合、大体１０対８程度というふうに理解して

おります。それから試飲本数については池下委員の言われたとおりなんですが、種類別の

関係だと思うんですが、こちらで押さえている試飲提供金額につきましては、きよ～るで

２９年ですが約１２万円。パパスさっつるで約２６万円ということで焼酎の方では理解し

ております。 

実際に今、池下委員が言われたとおり、パパスランドの方は３倍ぐらい本数が多いとい

う実態となっております。パパスの試飲本数が多いことにつきましては、今回、監査委員

会の方も指摘を受けまして、８月下旬にパパスに現状を説明し、試飲本数について削減す

るよう申し入れをしてきております。パパスにおきましても昨年度までは玄関先の試飲箇

所であったんですが、今年の５月からレジ横に試飲箇所を移動するなど工夫はされている

ようですが、さらなる管理の徹底を指示したところでございます。本年度につきましては

その指示に、どのくらい努力をしているのか確認いただきたいと思います。 

今後、試飲量確認いたしまして減らないようであれば、焼酎工場で考える提供できる量

としましては販売計画の１．５％ぐらいが妥当な数字かなと思いますんで、今後の状況を

見ながら下がれないようであればパパスなりきよ～るの方にも申し入れを行いたいと思っ

ております。 

 

○前中委員長 

 池下委員 
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○池下委員 

 今年１年推移を見てということで答えていただいたんですが、パパスの７００ミリ換算

４２４本は理解できないんですよ。パパスは道の駅でありますけど、夏場は観光客が非常

に多いと思います。でも冬はそんなに車も泊まっていないですし、お客様も地元の人間が

多いのかなというふうに思いますけども、この４２２本は、１年間で計算したら毎日１本

以上。冬場のお客さんの減りを考えると、夏場に２本も３本も出しているのか。そういう

ふうに見える。試飲って皆さんも知っていると思うんですが、ちっちゃいやつに１０ミリ

あるかないかです。７００ミリ瓶１本にしたら、５０～７０はとれる。それが４２２本い

くのが、私理解できない。 

これはぜひ実態をちゃんと把握した上で、醸造所も何でもかんでも電話来て言われて、

持って行くような仕組みはちょっと考え直したほうが良いいかなというふうに思うんです

が、その辺をどういうふうに考えていますか。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 先ほども言いましたが８月下旬の方にパパスのほうに行きまして、こちらの現状、向こ

うの事情等を聞いて確認をしております。パパスの方の言い分としては町民じゃなくて、

キャンパーが多いということもありまして、試飲が多いのは春から夏場、秋ぐらいまでな

んですが、キャンパーの方たちだと思うんですが風呂上りに飲んでいくということで実情

を教えて頂きました。その点も含めまして、そういう管理はやめてくれということで、適

切な管理をして今年については、本数減らしてくれということで申し込みしておりますの

で、向こうの努力を確認したいと思っております。 

 

○前中委員長 

 池下委員 

 

○池下委員 

 本当に笑っちゃう話ですけども、風呂上りに水じゃないんですから、我がまちの特産品

を売っているわけですよ。そのための試飲提供なんですよこれ。キャンピングカーの人達

は、毎日飲んでいるんですかってことになるんですよ。それを見てパパス自体が何を言わ

ないというのもおかしいですし、そこら辺を十分把握した上で、町がちゃんと指導してい

かなければ、樽に関しても、１千８００ミリを７７本も持っているんであれば、作ってな

いって話ですけど、こんなことに使うんだったら、町民に対して販売してほしい。私はそ

う願います。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所長。 
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○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 あくまで昨年のデータということで一升瓶につきましては、昨年度から製造を中止して

いる部分もありますんで、なぜ中止しているかという部分では委員会の方でも説明させて

いただきましたんで、町民に向けての樽の一升瓶発売につきましては、前のお話のとおり

ある程度在庫が整った中で発売を再開するということでご理解願いたいと思います。 

パパスの関係ですが、１度管理について徹底してほしいということで申し入れておりま

すんで、本年度状況を見させていただき、どうしても下がらないようであれば、本数制限

等々を考えていきたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

 続きまして、歳入９３ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書１００ページから１０１ページ。一括で審査

願います。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

特別会計全般にわたりまして、質問漏れはございませんか。よろしいですか。 

無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。ここで１０時２０分ま

で休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１５分 

再開 午前１０時２０分 

 

○前中委員長 

 休憩を解いて審査を再開します。先ほど池下議員の質疑の答弁の中で焼酎醸造所長から

答弁の修正ということが出ておりますので、答弁を認めたいと思います。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 先ほどの答弁の中で試飲量の適正量ということで１．５％というご返答いたしましたが、

各店舗に合わせた適切な量を今後も販売促進のために提供するということで、ご訂正させ

ていただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。各会計全般に渡って総括審査を行います。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 それでは総括質問をさせていただきます。本日の平成２９年度の総括質問については、

清里クリニックについても質問をしようかと思って考えていたんですが、先日の決算の中

で町長が直接答弁されたので、本日は２項目についてお伺いしたいというふうに思います。 

まず１点目、災害防災対策についてお聞きしたいと思います。９月６日、朝３時に北海

道では初めて震度７という大きな地震、胆振東部地震がありました。９月１３日現在、こ

の地震による被害状況死者４１人、負傷者６８１人、建物損壊３０７棟以上、停電最大２

９５万戸、断水最大３万８千戸、避難者最大１万３千１１１人。１３日現在まだ１千４７

４人が避難しております。非常に大きなものでした。 

私達が住んでいる清里町は幸いにも停電だけで済みました。今回の大地震による災害を

同じ北海道に住む人間として、まず町長はどのように思ったのか。まずその点をお聞きし

たいと思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今ご質問のありました、防災対策の関係でありますが、私どもとしても今回の地震につ

いては、地震情報の中では日本海それから太平洋側とちょうど海溝がありますから、日本

はその海溝に沿った国でありますので、いつどこで起きても不思議でないという状況が続

いていたのかなというふうには思っておりますが、まさかあの地点で、今まで全く予想の

されていない地点で、それも震度７という巨大地震が発生するということについては、少

し我々としても、そこまではという意識があったということも事実でありますし、またそ

れによって津波とかが無かったわけですけども、全道的なブラックアウトになってしまっ

た。これについても発電所は各所に北海道もあるわけであります。今回で初めて厚真にあ

る火力発電所が全道の半分以上、約６割をあそこ１カ所でやっているというのは、ちょっ

と認識が無かったわけですけども、全道各所に発電所はありますから、それ以上のところ

で仮に止まったにしても、一斉に全部が止まる。そんな想定というのは全く感じていなか

ったわけで、そこら辺について現実としてそういう事実が起きておりますから、今後もい

ろんな部分においての対処の仕方も、そこら辺も踏まえながらやっていく必要があるんだ

なということを改めて実感をしたというのが事実でございます。以上であります。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、町長の方から北海道中がブラックアウトになって全道的にこういうふうになるって
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いう事は想定していなかったっていう答弁なんですが、この地震というのは同じ規模の地

震がいつどこで起こるかわかりません。我が町のすぐ近くで発生したと想定してお伺いし

ますが、現在清里町では全町で避難所１７カ所。緑小がなくなったので１６カ所だと思い

ますが、この状況のままで良いと思っているのか、どうなのか。その辺はいかがですか。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 災害時における避難の関係でありますが、基本的に避難場所については、一時避難所と

それから避難場所ということで、２通りの役割を持っております。地震などでとりあえず、

どこかに逃げなきゃならないという場合においては、グラウンドだとか広場だとか、そう

いうところもあわせて指定をしております。そういう箇所が町の中に緑・札弦・清里１０

カ所ほどあります。 

それ以外にある一定の期間避難をしていただくという場所として委員の御指摘のとおり、

今現在１８の指定がありますが、その中に緑小学校の部分も含まれておりますので、それ

を外すと委員がお話された部分での避難所の設置ということになっているわけであります。 

基本的に避難所というのはある程度のスペースが必要ですし、トイレも当然なければな

りませんし、情報連絡をつけられ設備もされていなければならないというような場所を指

定するわけでありまして、それも公共施設でしかなかなかできないというようなこともご

ざいまして、１８になっているわけでありまして、これはもう前回までの地域防災計画の

中でまた違う視点もあったんですが、時代の経過とともに必要な箇所、必要でない箇所も

各所整理をさせていただいて、今現在の数字ということでございまして基本的にはこの中

で、なんとかやり切って行きたいという考え方で今のところいる次第でございます。 

 

○前中委員長 

池下委員。 

 

○池下委員 

今回電気のありがたみというのが皆さん嫌と言う程わかったのかなというふうに思いま

すが、清里には役場の地下、町民会館、その他にも数カ所に食料、ストーブ、毛布その他

いろいろと備蓄あります。札弦センター、緑センターにも食料の他にも色々とあります。 

これは私が２年前にこの防災の関係で一般質問した時に、全部自分で見に行って確認をし

ております。 

ただ清里町本町に発電機が７台と札弦と緑には２台ずつあります。これ今町長おっしゃ

ったように、避難所の関係で一時避難所と滞在できる避難所がありますけども、この町の

中の避難場所に発電機はないところが山ほどあります。何とか整備した方が良いのかなと

いうふうに思うんですが、町長はどういうふうにお考えですか。 
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○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今回のこういうブラックアウトという事態を踏まえながら、これからやっていかなきゃ

ならんだろうというふうに思っております。基本的に先ほどの１１台の発電機についても

基本的に町である７台、それから札弦に２台、緑に２台。これは公共施設用として緊急避

難対策用で用意をしてあるものでありますから、必要があれば避難所には持っていきます

けど、避難に備え付けと言うのは委員が御指摘のように現在ありませんので、これらにつ

いて、全体的な整備、一気に行くかどうかはまた別にして、最低減、電灯が灯る位のそう

いう設備の必要性というのは感じておりますので、これは後々になりますけれども計画的

に導入をして行きたいというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ぜひ前向きに、そして夜中こういった事態がいつ起こるかわからないので、やはり皆さ

んが町民会館とかそういった電気のあるところに、必ずしもこられない方もおります。ぜ

ひその辺を前向きに検討していただきたいというふうに思います。 

電気はなくなると、先日経験したようなことが次々出てきます。今回は町の発電機、そ

の他に民間から多数借りて対応したわけですが、この辺に関してももう一度見直しをかけ

て、例えば水元地区のコミット、羽衣地区のプラネット、札弦地区のパパスとか、緑地区

の緑温泉くらいには発電機を用意した方が私は良いのかなと。というのは、緑は緑センタ

ー、札弦は札弦改善センター、２台ずつありますけれども線路を渡って来るのがなかなか

大変な方を考えると、この発電機もそうですし、避難所の見直しも考えていかなきゃなら

ない。これは２年前に私も札弦に関して言いましたけども、札弦の線路から西側は本当に

高齢者がいっぱいおります。何かあってもなかなか来られない。民間に避難所協力しても

らえないかという話もしましたけども、避難所の設定とそれと最低限の発電機、食料。そ

ういった備蓄なんかも、これから町をあげて考えていかなければならない時代になったの

かなというふうに思いますので、その辺はどういうふうに町長自身が考えておられるのか。

こういう事をお聞きしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今回の実際に起きてみて訓練とは違う、実際の現場になると想定をしていなかった部分

の課題が各所やはり見えてきているというのも事実でありますから、今各課において反省

評価を行うということで、実際に現場で活動した職員からどういう課題があったのか、今
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取りまとめをしている最中であります。近々これらをまとめた中で、全体の評価を加えて

いきたいと。それで何をするか、何が必要だとか、これらを洗い出した上できちっと対処

をしていきたいというふうに考えている次第であります。 

特に今回の中で、発電機の重要性が極めて大きな位置づけがあったわけでありますし、

たまたま町で持っている程度の発電機は２．５ボルトという小さなものでありますから、

実際には、それで発電機、ポンプを動かすだとかなかなかできませんので、現場によって

はエンジンポンプも必要な所もありますし、電気による発電も必要なところがある。これ

らの見直しをしていきたいというふうに思っておりますし、全体としてやはり、常に施設

の中だけに固定するんじゃなくて移動できるやつも、一定の規模のやつが必要になってく

るだろうという判断もいたしておりますので、これは年次計画的にそういう方向性に向け

た対応を進めていきたいというふうに思っております。 

特に今回は、夏場の停電でありましたから、まだ良かったわけでありますが、これが冬

場という事になればまた違う角度からの対応も必要になってくるだろうというふうに思っ

ております。すべての器具機材を行政が揃えるということはなかなか至難の業であります

から、やはり防災でありますので基本的な部分は町民の中にもどういう物が防災グッズと

して必要なんだというのをもう一度改めて、しっかりと町民の皆さんにも説明をしていき

たいというふうにも思っている次第でありまして、行政がある程度用意をしなければなら

ない部分、また基本的にそれぞれの世帯で準備をしていただくもの、きちんと振り分けを

しながら、そして緊急時にどうしても準備ができなかった人方に対する応急避難措置とし

ての整備とそういう部分も含めた中で今後検討をしていきたいというふうに考えておりま

すのでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 なかなかすぐに行政が全てを揃えるという、これはもう財政の問題もありますので、当

然お金が相当かかるというふうなことは私も理解できます。 

ただ今回のこの地震によってブラックアウトになって、今日の新聞にも出ていますがオ

ホーツク管内で、この停電時に民間企業自らが発電機を回して町民の皆さんに電力を供給

して、携帯電話の充電を行ったという話も聞いております。今回の地震による観光業界全

般の５０万件のキャンセルが出るほど、それはもうすごい数字です。そして本家本元の厚

真町の上空写真を見たら３千８００カ所ですよ、土砂崩れ。もう想像できない。当然、山

崩れによってひとつの集落の半分以上の方が亡くなったのかなと思うほどすごい地震。こ

れが本当に我が町の側で起こらないとも限らない。 

そういったことを踏まえて私２年前の定例議会の一般質問の中で、町長に対して、災害

対策についてこの一般質問を行った際に緑ダムについてもお伺いしました。もしダムが決

壊した時どうするのかと聞きました。町長は２年前はあのダムは盛土式でつくられていて、

コンクリート壁面ではないので、いきなり崩れてくることはない。しかし１度シミュレー

ションをさせていただきたいというふうに申しておりました。その後、そのシミュレーシ
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ョンに関してどうなったのかお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

ただ今のご質問でございます。前段の発電機等の関係等含めてご説明を申し上げたいと

いうふうに思いますが、今回清里町も太陽光発電が各所で入れてありましたから、昨日も

質問がありましたように、本来であればその太陽光を内部の需用に使えないかということ

を改めて感じたわけであります。すべてが売電で契約をしていたとしても、何か切りかえ

る方法というのはあるんだろうというふうに思っていますので、これらについてはまた再

点検を入れていきたいというふうに思っております。 

札弦センターにも緑センターにもありますし、当然役場のところにもありますし、また

町民センターの上にも太陽光発電がついております。それに老健施設の保健センターの所

にも太陽光があるわけでありますから、それらが内部で使えるように切り替えがきくのか

どうか。そこら辺も含めて対応ができればなというふうに思っている次第でもございます。 

またお陰様で今回は特別養護老人ホームと老健施設。一昨年、昨年と発電機を本当に入

れておいて良かったなと。福祉施設であり、医療施設でもありましたので、本当に入れた

時は、導入の予算を計上させていただいた時に、いつ使うことになるのかなぁとそんな思

いをしながら導入をさせていただいたんですが、今回こんな事態になってやっておいて本

当に良かったなというふうに思った次第でもございます。そういう教訓も踏まえながら、

今後とも進めていきたいというふうに思っております。 

あと緑ダムの件でありますが、確かに清里の緑ダムにつきましては、盛土式のロックフ

ィルによるそういう構造のダムでありまして、堤体の高さより提長の方が長い、広いとい

う、そういう大きなダムでありますから、それが一気に崩れてなくなるだとか決壊をする

仕組みはなかなか考えられないというふうに言われておりますし、現実その手の新型のダ

ムでは、日本の国内のやつは１つも決壊をした事例がありません。そんなことから、ある

一面安全神話があるのかなというふうに思っております。 

ただしこれからの災害の形態というのは内容が大きく変わってきつつありましたので、

開発などにも相談をしながら再評価を入れてもらうということで進めておりまして、今現

在この３０年と３１年の２カ年で改めて安全性の再評価を入れている最中であります。で

すからこの結果が出た段階で、そこら辺についての必要性、多様性がいるのかどうか十分

に検討を加えていきたいと思いますし、当然その段階になれば、議会の方にもその結果は

お知らせをしていきたいというふうに思っている次第でもございます。 

先ほど来申し上げておりますように、ダムその物については洪水吐もきちんとついてお

りますから、基本的にダムの堤体を乗り越えて越流するという姿にはなりません。全部、

洪水吐の方から流れ出るように、そういう構造体のダムでありますので、そうなっており

ます。また越流するについても、緊急放水というのは考えられないわけで、そこから入っ

てきた水が全部出て行くということになりますから、洪水吐の装置さえ崩れてなくならな

い限りは、その洪水吐のところから全部流れて出る。そしてそれは入ってきた部分のオー
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バーフロー分だけ出ていくことですから、それによって放流をして斜里川の全体の水かさ

が一気に上がるだとか、そういう仕組みにもなっておりませんので、そういう中でご理解

をいただきたいというふうに思います。 

ただそれとは別に、斜里川水系全体の洪水時における増水、それによって斜里川流域で

の判断はどうなのかという部分がありまして、これは東部の流域にかかわる災害減災協議

会がありまして、そこの中で今現在斜里町までの分がハザードマップとは言わないのかな。

危険水域区域という調査が終わっていまして、今年度清里の分を入れてもらっているとい

う最中でありますから、本当のラフな図面は、こちらにもこんな感じですというのは届い

ておりますんで、それを今度参考にしながら倍率を上げてそれを２千５００だとか５千分

にした時にどこまでの洪水範域があるんだという部分が示されてくるだろうというふうに

思っていますし、それを町として今度はその部分をつくっていかなければならないという

状況になってくるのかなというふうに思っておりますので、そこら辺含めて対応ができる

ように、今後ともこれらの準備は怠りの無いようにしていきたいというふうに思います。 

それで先ほど言いました、あのハザードマップという表現ではないと言ったのは、洪水

氾濫危険区域図という、そういう図面が今提示をされてくるということでありますので、

それを参考にしながら今後のハザードマップの作成に入っていきたいというふうに考えて

いるところであります。以上であります。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

町長、今前段で老健と清楽園の発電機について述べられましたけれども、私も以前から

清楽園には発電機つけた方がいいというふうに言っていた方なので、今回は本当に有難み

がわかったなというふうに私自身も思っています。それはもう本当にあり難い話かなとい

うふうに思っております。 

ただ、町長の話を聞いていると、まず２年前にシミュレーション１度としたいと言って

いた言葉が正直言ってこれまでしていなかったんだなと。今町長の方から危険水域、ハザ

ードマップの話出ましたけども、私が聞きたいのは、その部分も確かにそうなんですけど

もダム。ダムが決壊した時どうするんだって聞いているんですけれども。決壊しないと極

端に言うと断言しているんですよ。しかし今の世の中こういった災害、本当に想定できな

いんですよ。だから断定しないでちゃんとシミュレーションをしていただきたい。本当に

常にいろいろな災害に対して、やっぱり想定していくことが一番望ましいなというふうに

私は思います。 

緑ダム。私２年前から言っていますけども、もし決壊した時、６４０万立方あるんです

よ、水が。どのように流れていくのか。緑の町に向かっていくのか、それか東横線伝いに、

札弦の川向の方に向かってくるのか。正直言って緑の町民も札弦の川向の方の町民も、結

局シミュレーションがないし、町側からの説明もないから、あそこ崩れたら私たちどこへ

逃げればいいんでしょうねと実際に言っているんですよ。もしも決壊した時に町民にその

情報をどうやって早く流すのか。悠長な事言っていられないですよ。水がどんどんすぐ来
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るわけですから。サイレンで知らせるのか、それとも防災無線を使って、あちこちに設置

して知らせるようにするのか。大事なところですから。厚真町だって、あそこに住んでい

る人誰もすぐ死ぬなんて思ってないですから。でも実際起こったんです。みんなも実感し

たでしょ、停電になって。あんなに離れているところで地震があったにもかかわらず全道

に被害があった。当然本家本元の厚真・安平・鵡川あの辺はすごいですよ。震度７、震度

６強。昨日も震度４の余震がありましたよ。 

だから断言しないで町民のために、何十人、何百人も命かかっていますから。町長の責

務として私はやっていただきたいというふうに思うんです。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 緑ダムの関係でありますが、基本的にはこの種のダムの決壊事例はありませんというこ

とでありますから、決壊しないと私もそういうふうには理解をしているところであります。 

ただ先ほど申し上げましたように、災害の形態や規模が大きく最近変わってきておりま

すので、改めて安全性の再評価を今入れている最中でありますので、そこを見てから対応

していかなければというふうに思っておりますし、決壊を前提として対応するということ

になれば、住民に対する根拠のない不安を一方的に煽ることにもなりますんで、再評価を

いただいて、その中において必要があるという判断をしたときには、そういうシミュレー

ションをしていきたい。 

当然やるとなれば住民に早くに逃げてもらうしか方法がないわけですから、どこまでど

ういう時点で逃げていただくかと。それをどう周知するかというのが、基本になってこよ

うかとは思っておりますけども、ただ、今の段階で再評価の最中であるという事を踏まえ

ながら進めていきたいというふうに考えております。 

それも大事なことなんですが、それもいつ崩れるか、ダムが崩れるかなんていうのはち

ょっとわからない話ですが、どちらかというと、やはり斜里川流域に大きな雨が降ったと

暴風雪が起きたというときの想定シミュレーションをやって、斜里川全体が洪水で決壊す

る恐れはないのかどうかと、先にそちらの方をやっぱりやっていかなきゃならんだろうと

いうことを思っておりますから、先程も言いましたように洪水氾濫危険区域図が示されて

まいっておりますので、それをもって改めて斜里川流域における防災マップを作って、住

民に対して、そういう事態が起きたときにはこういう被害区域が想定されていますと、そ

うなったときにはこういうふうなことで避難をお願いしたいだとか対応の方を合わせて進

めていきたいというふうに考えておりますのでご理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 今、町長おっしゃっていましたけどもそういうことを想定して、例えば町がいろんなシ

ミュレーションをするということに関して、町民はだれも反対する人はいないと思います

よ。何かあったときのために事前にこういう予測をしてやっているんですって。逆に町民

の方からそれは良いことだと、そういうことを前向きに櫛引町長やってくれるんですねと

思う方が多いと思います。それを決壊する恐れがない。それよりも斜里川の水域の方が大

切であると。確かに順序はあるかもしれません。でもやっていただきたいんですよ、今後

は。常日頃から町民の安全安心財産生命を守るのは当たり前のこと。そのためには何が必

要か。町長、行政だけでなくて我々議会も一丸となって町民のためにやること。我々側か

らは発信すること。この大切さというのは自分でも理解していると思うんですが、それに

やっぱり町民のために応えていただきたい。私はそういうふうに町長に思って、２年前か

ら同じ質問を何回かやらせていただいておりますが、それを踏まえてどういうふうに今で

もお考えですか。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

ただいまの関係でありますが、緑ダムについては、今の時点での決壊事例はありません

ということでありまして、しかし大きく災害の内容は変わっていますから、改めて安全性

の再評価をやるわけでありますので、これを見てどういうふうな対応をして行くか次の対

応を考えていきたいということであります。 

それとあわせて先ほど来言いましたように、斜里川の構図氾濫危険区域図ができ上がっ

てきましたので、これに基づくハザードマップの作成には近々に入っていきたいというこ

とでありますので、それらを参考にしながら、今後の対応を進めていきたいというふうに

思っております。 

いずれにしても、安全安心なまちづくり。これも当然のことでありますので、全力を挙

げて取り組んでいきたいというふうに考えますので、ご理解をいただきたいというふうに

思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今ハザードマップ全力でつくっているという話ですが、当然、そこも大事であります。

しかしやっぱりうちの町にダムがある以上、恐れがある以上はしっかりとそこら辺も、前

向きにシミュレーションをしていくんだという考えを持っていただきたいというふうに私

は思います。 

それでは２点目、地域振興と交流人口の増加に向けてということで質問をさせていただ

きます。この問題は今まで私、何回も町長に対して一般質問も行っております。店舗出店、
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店舗改装。また中小企業融資。いろいろとやっておりますが、正直なかなかこれをやった

から街中がすぐ活気づくと言うようなことが実際ありません。今回町が商工振興計画を立

ち上げて、１６名の委員さんが２回会議を行ったと一昨日の説明でありましたけれども、

町長自身、今後清里町の商工について今現在どのように考えておられるのか、まずお伺い

したいと思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 町内の商工振興対策の関係でございますが、基本的に清里の市街地における、また札弦

も緑も同じではありますが、市街地における商店。従来の流れからいきますと基本的には

町民の日常の生活物資をご購入いただく。そういう商店街として発展をしてきたというふ

うに理解をしております。ただしここにきて生活形態が大幅に変わってきている。人口も

減っております。少子高齢化にもなってきております。それからモータリーゼーションで

す。どこへでも今は行けるようになりました。それからインターネット等でより購入が自

由にきくようになってきたという部分において、対面販売方式での形態が揺らいで来てと

いうことも事実なのかなと。それともう１つは流通形態が大幅に変わってきているという

ことも１つ商店街を苦しめている原因の１つにはなっているんではないかなというふうに

思っております。 

町としては店舗の改修や新店舗の出店。さらには補助金を地元の商品券での交付に一部

切りかえたり、また商工会とタイアップしながらプレミアム商品券の販売をしたり、また

ポイント制度を導入してみたりと、さまざまな対応をしてきたところであります。それを

したから一気に商店街が蘇ったのかということになると、なかなかこれは現状的には厳し

い現状があまり変わりないのかなというふうに思っていますけど、ただそういう対策を打

ったことによって一定の規模で今も存続がされているのも、そこらにも１つの要因がある

のかなというふうに思っております。 

今後においては、先程お話いただきましたとおり、策定中であります商工振興計画。こ

れでいろんな角度からの議論がされているというふうに聞いておりますので、そうした内

容を十分に参考にさせていただいていただきながら、対応策を考えていきたいというふう

に思っている次第でございます。清里町の商店の生き残りとしての交流人口にいくのか、

ある程度その人口規模の中で日用生活物資を売る。そういう中に魅力度を上げながら存続

をしていくのか、いろんなやり方があるのかなというふうに思っておりますけれども、い

ずれにしろ、やはり実際にお店をやられているのは商店主でありますから、そこと商工会

との間の連携をしっかりとっていただきながら、そこに町がどれだけサポートをしながら

振興発展を図っていけるかということになってこようかと思いますので、十分にそれに認

識をしながら、関係機関との連携の中で進めていきたいというふうに思っておりますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 
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○前中委員長 

池下委員。 

 

○池下委員 

 いろいろな意味で町がサポートする。当たり前かなというふうに私も思っていますが、

以前、町長が町の中の状況を見て、将来的には最低でも１業種１店舗は確保していきたい

という旨のお話をされておりました。人口減少になって４千人足らずの町になって、ます

ます景気が冷え込んで確かにいずれそういう時代が来るのかなというふうな気もしますけ

れども、でもそういうふうにならないように町がやっぱり率先して商工会並びに各関係機

関と連携を取りながら過疎の街になってほしくないですし、最低でも現状を維持していく

ような、まちづくりをしていければなというふうに思います。 

昨年末の緊急経済対策。これについても、先日の決算の中でも町長発言されておりまし

た。冷え込んでいるときだからこそ、今行ったと。これはあくまで一時的なものであって

恒久的なものではないですよね。7千数百万をかけましたけど。今回振興計画の委員さんた

ちの方からも、今まで行ってきたファミリーカードの他、新しい発想で物事を考えていか

なければならないし、何よりも各個店が実効性のあるものをやっていかなければ、これは

変わってはいけないだろうと。1６名の選ばれた委員さん達も町内の振興対策というのは、

本当に難しい問題だというふうに実感していると思います。 

今後人口増えることはなかなか難しいのかもしれないですけども、町長が描いている町

の商工業に関するビジョン。こういうものがあると思うんですけども、ちょっとお聞かせ

いただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 なかなか難しい課題かなというふうに思っております。単純にこうすれば、こうなるぞ

という確証が得られない振興策であったかなというふうに思っておりますが、ただ先ほど

出ております、今回の緊急経済対策も今やらなければという思いでやってきたわけであり

まして一時的なものでないかと言われればそうかもしれませんが、それにしても、やはり

カンフル剤を打ち込むことによって、やはり少しでもそういう状況改善をしていきたいと

いうような思いであった訳であります。 

今後における商店街のあり方について、今商工振興計画の中でやっておりますけども、

私自体としてやはり先ほどありました一業種一店舗は残れるような対応をやっていかなけ

ればならないだろうというふうに思っている次第でありますし、また町としても商店街と

いう１つ町の顔でもあるというふうに理解をしているところでありますので、そういう対

応の中で進めていけられればなというふうに思っているわけであります。ですからそれを

存続するにはただ商店として残るんでなくてお店として品物を町民の皆さんに買ってもら

える、また町民の皆さんもそこへ行って買わなければと。そういう環境づくりをやはりや

っていかなければというふうに思っておりますので、これ住民運動としての一面性もある
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のかなというふうに思っております。多くの町民の皆さんがやはり地域の商店街を支える

気持ちも含めて、買いに行っていただく環境づくりとしても、商店側としてしっかり準備

をするというそういう対応にならなければ現実的な部分としての生き残りは難しいという

ふうに思っております。 

先ほどちょっと申し上げました交流人口をどんどん増やしても、果たしてその交流人口

の人方が、そこの商店街に買いにいく、魅力ある商店街の形成がされているのかどうかと

ここら辺も含めてやって行かなければならないだろうなというような思いでおりますので、

せっかく交流人口を伸ばそうとしている矢先でありますので、これらの部分もどう商工振

興の中に組み込んだ中で全体の商業活性化につなげていけるか、これも１つの方策ではな

いかなというふうに思っているところであります。 

町民の皆さんが本当にこの地域を一緒になってつくり上げていくというためにはお互い

そういう連携の中で進めていけるような、そんな体制づくりに向けた努力も我々としても

商工会、そして商店とともにやっていかなきゃならんという思いでございます。以上であ

ります。 

 

○前中委員長 

池下委員。 

 

○池下委員 

口では簡単ですけども、なかなか難しい問題だというふうに私も捉えております。 

今回振興計画ということに関して、いろんな分野から選出されて本当に優秀な方ばかり

１６人選出されたんだろうなというふうに思いますし、そういう方々がいろんな意見をぶ

つけ合ってうちの町では何が必要か。これ１回２回の会議で済むような話じゃないんで、

本当に何年かかるかわからないような話なんですよ。 

そういった優秀な方々がおりますけども、町長、実は私たちのこの庁舎の中にも優秀な

職員がいっぱいいるんですよ。町長が常日頃からうちの職員は優秀だというふうにおっし

ゃっていますから。であるならばこういった状況の時にこそ、町長が若い職員と円卓会議

をしていろんな意見交換、町長の考えは皆さん職員解っていますんで、町長の考えを押し

つけるのではなく、若い職員の声を聞く側になって円卓会議をやっていただきたいという

ふうに思います。８０人職員いるんですよ、優秀な。我々、昭和の次代の人間と違い、平

成生まれの職員もおりますよ。我々の時代と違って、今の若い職員はすごい奇抜でちょっ

と考えられないようなアイディアを持っている人もきっといると思います。ぜひこういう

時だからこそ、もう何年間も 4、５年ぐらい円卓会議やっていないのかなというふうに私は

思いますけども、こういった事態だからこそ町長と若い職員の円卓会議を望みますが、町

長いかがですか。 

 

○前中委員長 

 町長。 
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○町長（櫛引政明君) 

 まちづくりに対する意見の聴取の手法としての職員との円卓会議ということであります

が、従前私が就任した段階では何年間に渡ってやってきたことも事実でありますが、やり

方によっていろんな意見が出てちょっと様子を見ているという状況であります。ただ委員

がおっしゃられましたように情勢が変わって来ているじゃないかというような中で、広く

いろんな意見を町民の皆さんは当然でありますけども、職員の方からも色んな対応の参考

にしていったら良いのではないかということであります。最もその通りかなというふうに

思っております。 

今後の中、職員の皆さんとはいろんな機会を通じながら円卓会議以外にもいろんな部分

がありますからいろいろ意見交換はいただいておりますけども、前回までもやっていた部

分の各課である程度職責の中において、夢だけやっても収まりがつかなくなりますので、

そういう中でやってきた経過もございますから、そこら辺の部分も踏まえながら、どうい

う手法がとれるのか改めて勉強してみたいというふうに思っている次第でございます。若

い人方のどんな意見が本当に奇抜な意見が出て、本当にそれが町の起爆剤になるようなも

のも中にはあるかもしれません。我々が考えている以上のことが出てくる場合もあります

ので十分そこら辺踏まえながら、どんな手法でやっていくのが良いか、これはちょっと検

討しながらというふうに思っておりますけども、参考にさせていただきたいというふうに

思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

この商工に限らず、全体的にまちづくりについて職員の他にも地域支援員の方々が来た

ときにも、いろいろな地域支援委員の方からも、アイディアが色々と出されてそれを発表

した経緯もあります。ただ町長、円卓会議の話をされていましたけども、私が聞いている

ところによると、この円卓会議は一方的に町長が喋って若い人の話を聞いてくれないとい

う、そういった声も聞こえております。ぜひ円卓会議やるのであれば、逆に町長が、あま

り喋らないで聞く側に立って話を聞いてあげてほしいというふうに思います。 

それと交流人口についてですが、交流人口の増加というのはなかなか難しい問題で、今

現在今年も裏摩周、神の子池、さくらの滝、または道の駅と観光客がたくさん来ていると

思います。また、観光客が来ているのと街中に寄ってお金を落とすというのは、またこれ

別問題かなというふうに思うんですが、その辺がうまくどうもいっていないと。道の駅は

別かもしれないですけど。本町に来てそんなにそんなにお金落として、例えばきよ～るに

立ち寄っても、街中は通り過ぎていく。これが今現実の流れじゃないかなというふうに思

うんですが、これをどうやったら町の中心地へ人を持ってこれるかと。非常に難しい問題

だと思いますけども、この辺をやっぱり重点的にやるようにして欲しいのと、道の駅のパ

パスランドについては、数多くのキャンピングカーが毎日来て夏は賑わっておりますけど

も、斜里岳登山、ちょっと暮らし体験も例年通り来ておりますけども、宿泊施設は多分お

金が当然かかりますから、落ちているのかなというふうに思いますが、本当に今考えると
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きよ～るから町の方へ流れてくる人が少ない。 

きよ～るは、観光協会の方に委託しておりますけども、２年前の７月でオープンして丸

２年経過をしてきましたけれども、現在のきよ～るを町長は今どういうふうに思っている

のか、お伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 きよ～るの状況でありますが、２年前にきよ～るが旧レストハウスから模様がえをして、

今の形になりました。徐々に従来の形から観光への発信が出来てきているというふうに思

っているところでありますし、やはり焼酎工場があって焼酎工場の売店としてもそれなり

の役割を果たしていただいておりますし、清里町にあるさまざまな特産品も、あの中で発

売をさせていただいております。またいろんな行事イベント等を通じながら、やはり立ち

寄る方が増えてきておりまして、観光案内としての部分の充実も図られてきているという

ふうに思っておりますので、あのきよ～るの場所をさらに磨きをかけて、多くの人方に寄

っていただける、そして清里に来ていただき、清里を知っていただき愛していただき、さ

らにそれが移住定住に繋がっていく。その一つの拠点としての役割を担ってくれるように

頑張っていただければと、そういう思いでおります。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 観光の発信、それから案内の充実だとか、いろいろと観光協会が入っているわけですか

ら、その部分に関して私はいいのかなというふうに思うんですが、売店関係、カフェ関係

どうも当初の思い描いていたものと違うんじゃないかなというふうに思えてならないんで

すよ。近い将来きよ～るを、観光協会に指定管理をしたいという話も聞いておりますけど

も、現在のやり方でカフェのあり方についても売店にしても大丈夫なのかなと。もうちょ

っと違う視点で物を考えて、指定管理をするのではなくて、様子を見ながら違う方向に転

換していくという考え方もあろうかと思うんですが、そこら辺はいかがでしょうか。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 きよ～るを建設した時点でも業務委託を当面やりますが、一定程度成果が出て方向性が

固まってきた段階においては指定管理に切り替えて行きたいと、これが私の考えでありま

したし、当初からそういう説明をさせていただいたところであります。しからば、それに

向かった全ての準備ができているかというといろんな部分がまだありますから、じっくり
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とその内容を見定めながら、さらに改善すべきものを改善し、あり方についても検討を加

えた中で、きちっとした準備体制ができた中において指定管理に持ってきたいというふう

に考えておりますから、なんでもかんでも来年じゃなきゃならない、再来年でなきゃなら

ないと、そういう判断はこちらの方で持っていないということで御理解をいただければと

いうふうに思います。  

  

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 きよ～るって、道の駅じゃないんですごく捉え方って難しいのかなというふうに思うん

ですよ。道の駅だったらでっかく道の駅。例えば小清水町みたいに国道沿いにあって目に

見えてすごく道の駅だなというふうに思うんですけども、札弦には道の駅ありますけども、

本町には無いので。ただ道の駅ではありませんけども、本町の住民の人たちの考えは位置

づけとしてはきよ～るが道の駅みたいなものかなと思っている方が結構いると思うんです。

ここはやはり施設に町民はもとより、観光客にやっぱり立ち寄ってもらっていろいろと清

里の町を知ってもらったり、焼酎工場によって特産品は何なのかってわかってもらったり、

お土産を買ってもらったりと立ち寄ってもらうというのが一番大事であろうかなというふ

うに思います。 

道の駅というのは全道で百数十カ所あろうかなというふうに思うんですが、極端に言う

と道の駅というのは、私もあちこちよりましたけれどもそんなに変わりはないかなと。物

を売って中には温泉施設があったりと。私達も所管の事務調査で新篠津に行ってきまして、

新篠津も道の駅に温泉がありますよ。でも形態としてはそんなに変わっていないのかなと。

まして道の駅でもないきよ～るという。ただ立ち寄ってトイレに寄ってちょっとしたお土

産、焼酎買うぐらい。見ているとそういうような感じですよね。カフェにしたってこれが

うまいっていう名物があるわけでもない。正直言わしてもらうと。 

やっぱり私が思い描いているのは、きよ～るっていうところは来たら道の駅ではないで

すけど、やっぱり印象に残る施設にしていったらどうかなって。観光客が立ち寄って、あ

そこ変わっていてインパクトはあったよねって。ただ素通りでトイレ寄って、お土産買っ

てどうのこうのっていったら清里って、やっぱり斜里はウトロがあったり、知床があった

り色々とあるんですけど、うちの町ってさくらの滝とか神の子池とかありますけども、本

町に来たら本当に何もないんですよね、正直言うと。きよ～る寄ったんだけども、やっぱ

り印象のあるものにしていきたいということで、私ちょっと前から考えてみたんですけど、

ここで町長に提案したいんですが、他所の場所ではどこもやっていないような、人にイン

パクトを与えるためには、私、きよ～るの売店とカフェの中央、間、空間あります。ここ

にグランドピアノを置いてみたらどうかと。自由に来た方が弾ける。そういった空間。こ

れ全道、どこの道の駅行ってもやっていません。あるのを見た事ありません。これはあく

までも私個人の提案になりますから、あれなんですけれども。今後きよ～るの発展のため

に、参考の１つにでもと思ったんですが、これが幸いにも、グランドピアノの空きができ

るんですよ、来年。光岳小学校閉校になった時にグランドピアノがあるんですよ、あそこ
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に。そういったものを有効的に使うために廃校になったら、そのまま備品を投げておかな

いで利用できるものは利用して町のために使っていく。ちょっと私こういうふうに考えて

いたんですけど。 

全体的にうちの町の交流人口の増加に向けて、まだまだ中途半端なところがあるかなと

いうふうに私自身思っておりますけれども、町長、いかがお考えですか。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 きよ～るの関係でありますが、きよ～るそのものについては道の駅の指定を受けている

わけではありませんが、ただ町民の皆さんの見る目としては、パパスランドが札弦の道の

駅で、きよ～るが清里の道の駅かなと。そんな印象が持たれているのも実態なのかなとい

うふうに思っております。もともときよ～るについては、町民の皆さんの利用施設として、

そしてまた観光のインフォメーション施設として、さらにはちょっとした小洒落たレスト

ランだとか売店があるという中で、特産品を売ったり清里のＰＲをしたりというような施

設として観光協会に管理運営を含めて利用をいただいているわけであります。 

先ほど来ありましたように、商店街までよそから来た人がきよ～るには立ち寄るけども

商店街には流れて来ないのではないかと、そういうようなお話もございます。事実、なか

なか町の中の商店街までというのは現実問題として、それ程足は流れていないというふう

に我々も理解をしております。 

今後１つの生き残り策として、そういう人方をいかに商店街に引き込められるか。要は

それだけの魅力ある、印象に残るようなものをやはり商店街の中にも、考えなければなら

ないというふうに思っております。それができないとなれば、やはり地元の一般の日常生

活の物資だけを販売する、こじんまりとしたお店ということになるのかなというふうに思

っておりますが、今、そこら辺については商工振興計画の中で知恵を出し合っているとい

うところでありますから、そこら辺の推移を十分に見極めていきたいなというふうに思っ

ている次第であります。 

いずれにしても、清里町にせっかく来ていただくお客さんのやはり印象に残る。そして

また来たくなる。そういう体系づくりをして行かなければなと思っていますので、いろん

な御意見をいただきました、売店とカフェのところにピアノを置くのも１つのアイディア

かなというふうに思います。逆に言えば、商店街のどこかにそういうものもおいても、こ

れもおもしろいアイディアになって行くのかなと。いろんなアイディアがそれぞれあるん

だろうというふうに思っておりますので、そこら辺、今回の振興計画またさまざまなご意

見をお聞かせいただきながら、やれる範疇にはなりますけども、そういう部分でこれは一

つきっかけになりうるかもしれんぞというものについては積極的に議論を加えていければ

なというふうに思っております。 

それも１つの方法でありますし、新しい特産品を目新しいものをやはり探すというのも

１つですし、食べ物、特にスイーツ関係だとかですね。新しいこれはというようなものを、

あそこに行かないと食べられないぞっていう、そういうものをメニューとして加えていく
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というのも１つの方法かなというふうに思っておりますので、これらについても皆さん方

のいろんな御意見を聞きながら取り入れるものは積極的な対応をしていきたいというふう

に考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 特産品の販売とか我が町でしか食べられないというのは、正直言ってどこの道の駅、ど

この市町村でも取り組んでやっております。わざわざ来て食べるというのは、本当にメデ

ィアに取り上げられてある種有名にならないと遠くから来ないんですよね。そのメディア

に取り上げられた物でさえある一定期間時間が経つとお客さんが来なくなるというのは実

態であります。 

今きよ～るを客観的に見て、まだ思い描いていたような進み方ではないのかなと。私先

ほど提案しましたけども、他の町でやっていないようなことを積み上げながら良いきよ～

るをつくっていってもらいたいというふうに思います。 

それと先ほど指定管理の話しになりましたけども、きよ～るの収支計算書ありますけど

も、カフェなんかの資材とかの支出を見ると、これまだまだ観光協会に任していて大丈夫

というところもちょっと見受けられますが、この辺に関しては、また委員会の中でやって

いければなというふうに思っています。 

今日は全体的に、災害の話とまちなかの地域振興ということについて 2 問ばかりお伺い

しましたが、今後も町長には、もうすぐ８年目が終わるわけですから、町民に自信を待っ

て私はこういうことをやりましたと言えるような政策を残り少ないですけど、私たちも少

ないですけれども全力を挙げて、取り組んでいってほしいということをお願いして、最後

の質問にさせていただきます。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 商工振興の関係については本当に厳しい時代を迎えているというふうに考えております

が、ただ手をこまねいていくというわけにはいかないというふうに思っております。清里

町のこの大自然や田園景観など、特性を生かした清里町らしいまちづくりをしていかなけ

ればという思いでおります。多くの人方が清里町に寄っていただき、見ていただき、そし

てまた来たくなるとそんな思いを持ってもらえるような施設やまた環境づくりをしていく。

そういう思いで進めてまいります。 

また商工関係についても、厳しい中にあっても、計画を策定中でありますので、それを

参考としながら印象に残るまちづくりができればなという思いでおりますので、今後とも

御指導、御支援をいただきますようよろしくお願い申し上げまして答弁にさせていただき

ます。 
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○前中委員長 

 ほかに。村島委員。 

 

○村島委員 

 時間もありませんけれども、総括ということでございますので、２項目について伺いた

いと思いますが、1 点目は閉校後の校舎並びに教員住宅について伺っておきます。 

平成２３年３月に、新栄小学校、江南小学校が閉校となっております。７年が経過をし

ているわけでありますが２校とも現在のままの状態で、利用者もなく、現状のままだと言

っても過言でありません。今後どのように対処されるのかをまず伺っておきます。 

また、閉校後の教員住宅に入居をされて、利用されているとは思いますけれども、空き

家がどのようなになっておられるのか。また緑小学校が平成３０年の今年の３月に閉校し

ました。来年３１年には光岳小学校が閉校されることが決定されております。またこの閉

校後の利用方法をどのように考えておられるか、まず伺っておきます。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの村島議員さんからの御質問でございますが、今もありましたように、緑町小

学校は今年の３月で閉校になります。それから、平成２３年の時点では新栄小学校と江南

小学校が閉校となっておりますし、さらに明年３月末で光岳小学校が閉校をする。そうい

うことで今進められているところでございます。特に旧新栄小学校、江南小学校について

はもう既に７年を経過ということでございます。当町の段階では地域自治会等通じながら、

地域での活用方法について色々とご検討をいただいたところでございますが、結果として

はなかなか利活用しようがないということで町の方の考え方でということをいただいて、

その後町において利活用を検討させていただき、町民に広く、町民の皆さんで使われる方

がおりませんかという事の問いかけをまず１回目させていただきました。それでも現実は

出てこなかったという事がありまして、しからばということで、町内外の方に色々な媒体

を通じながら、利活用についての希望者を募集したわけでありますが、これについても一

昨年ですね、１件だけ問い合わせはありましたけども、現地を見た結果、これではという

ことで、結果的には募集、応募はなかったという状況になっております。 

ですから、閉校後７年を経過しているということもありまして、そろそろ維持管理も状

況としては厳しくなってきているということを踏まえていったときには、計画的な取り壊

しについて視野に入れていかなければならない。そういう時期に来ているというふうに理

解をしているところでございます。また緑町小学校の部分については現在、地域おこしの

中で、いろいろ勉強をさせていただいているところでもありますし、地域とも相談をして

いる最中でありますので、それらの方向性を踏まえながら進めていきたい。それで地域で

活用するのならば、活用の部分についての協議をしていきたいと思いますし、活用できな

いとなれば、やはり新栄や江南小学校と同様な対応をしていければなというような思いで
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おります。 

また光岳については、まだ閉校がされておりませんので、今の段階からというのもちょ

っと時期尚早かなと思います。そのようなことで閉校が決まってはいるんですけども、そ

の後において進めていけるように準備を進めていきたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。 

また教職員住宅の関係でございます。基本的に江南と新栄の教職員住宅については、今

も教員が入居をされている住宅がございます。これらについては、当面町の方に整備がさ

れるまでの間は使用していかなければならないということにもなってございますので、そ

ういう使用状況を見ながら整備をしていきたい。中でも、どうしても古くて老朽化して壊

さなければならんというような住宅もあるわけでありまして、これについては計画的に壊

して行きたいなというふうに思っているところであります。また緑町小学校、今年閉校し

た部分でありますが、ここには４戸の住宅があります。そのうち 1 つについては、緑の地

域おこし協力隊の部分として活用できればなというふうに思っているところでありますが、

あとの３つについては、緑ちょっと遠いもんですから清里の方に登校されますので、教員

の方に住んでもらうというのにはちょっと不便だというようなことで今利用していないの

が実情でありますのでこれらの利用の手法について十分検討していきたい。いろんな移住

定住対策だとかの形。また清里町に来ていただく場合のお試し住宅だとか、そういうよう

な使い方についても、その中で十分に検討できればと思っております。 

その他にも緑には、管財管理住宅がさらに２棟ほど小学校の前、緑旧小学校の前に１棟

２戸ありますので、これらについては、分筆が既にされたところでありますので、売却す

る気になれば売却もできるということでありますから、それが売却がいいのか他の活用方

法がいいのか、これから十分詰めていきながらなるべく早い段階で方向性を決めていきた

いというふうに考えている次第でございます。 

また光岳も明年、閉校になった後については教員住宅がまた出てまいります。1 棟につい

ては、町の中で１つありますのでそれらについては、町の中での活用の方をなども検討し

ていきたい。ただ学校敷地内にある部分については、光岳ですので、まだ清里に通って来

られる範疇にありますから、清里市街地の清里の区域の方で整備がされるまでの間は、そ

の住宅も教員住宅として使っていきたいという考え方も教育委員会の方で持ち合わせてお

りますので、そこら辺の整合性を取りながら整備をして行きたいというふうに思います。

ですから現状の入所されている教員の方々の部分としての活用と、それから空いて活用の

ないところについての空き方策と活用方策とそれからどうしても古くて壊さなければなら

ないのがありますので、それについては取り壊しに向けて進めていきたい。いろんな地区

の学校によって事情があります。例えば新栄であれば、水道が個々に無いもんですから別

に集合の井戸から引っ張ってきているというのがありますので、そこら辺わけて活用する

となれば大変厳しくなってまいりますので、こういう場所もある。それから江南であれば、

江南は学校の敷地外に住宅がありますから、そういうのは分譲する気になれば分譲できま

すが、今まだ使っているという状況も踏まえながら、大所高所、検討させていただければ

というふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上で

あります。 
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○前中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 答弁いただきましたけれども、先ほど池下委員からもありましたけども、来年はもう統

一選を控えております。そんなことで最終的に解体になるような方向で今考えておるよう

な話をされましたけれども、やはりこれももう７年も経過しておるわけですから。やはり

江南、新栄は早期にやっていただきたい。冬期間でもやれないことはないわけであります

から考えてみる余地はないのか。この点について考えてみてください。 

そしてまた緑の小学校については地域自治会で利用をするという予定であるということ

でありますから、これも良い事だなと私も思いますし、４戸の空き家ですか、現在あると

いうことですけども、だめなものは解体という最後の言葉しかないんですけども、もうそ

の辺を早急にやっていただきたいとこのように思いますので、この点についてどう考えて

おられるか、ちょっと伺います。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 基本的な方向性というのは、もう使用ができないものについては取壊しをしていきたい。

それと利用の希望がないものについても、一定の期間を過ぎて維持管理が難しくなってい

る部分については、方向性を出していただければなというふうに思っているところであり

ます。かなりの物件がございますんで、財政的な部分も踏まえながら、計画的にその方向

性が出していければというふうに思っているところでありまして、まだ実際的にそれらに

向けた手続も必要になってまいりますし、壊すとなれば、資金を借りた物件については償

還しなければならないというような部分もございますので、そこら辺をきちっと整理した

中で確実な方法で実施をしていきたいと考えておりますので、そこら辺の御理解をいただ

ければというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 今閉校についての答弁は解りましたので、これを早急に任期内に結論を出していただき

たいなと思います。 

続いて２点目でありますけれども、道路拡張改良について伺いたいと思いますが、この

道路は、国道、美斜線から年利計画を持って改良されてきていたわけでありますが、しか

し今度は道道１６号道路で中止という形になっております。この先の４線道路の改良する

考えはどのように思っておられるのか、まず伺いたいと思います。 

それとあわせて、これは町道でありますけれども、３年前一般質問させていただいてい
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ますけども、この時の町長の答弁では民家がないから云々という話もありました。しかし

やはり使われている道路でもありますし、町道であって町の単独事業としてでも、年次計

画を持って１年に 1００メーターなりずつやっていくことが可能であれば、私はこの４、５

年で５４０メーターかそこらの距離ですから私はやっていただきたいなとこのように思っ

ているところであります。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 先ほどの校舎並びに教職員住宅の使用できない部分だとか、そういうものについて、い

ずれにしても、早期に早い段階で結論を出していきたいというふうに考えておりますので

ご理解を願いたいと思います。 

それから４線道路の整備の関係でございますが、御案内のように４線道路、国道３３４

号から道道摩周湖、斜里線までの区間、全延長４千２４０メーターの整備を平成１４年度

から進めてきたというのは実情であります。今ただし平成３０年度について、今、休止は

なく一時中断という形を取っているわけであります。 

その理由としては、一昨年に釧網本線の存続について、ＪＲ北海道単独では維持困難な

区間に指定をされてしまったということで、いつ存続になるのか廃線になるのかまだ結論

は出ていないという状況の中で、その結論が出るまでの間中断をさせていただくと。踏切

やったが廃線になってしまったと、こうようになっても大変なことになりますので、集中

改革期間２年間ありますので、それを経過した後に正式に存続または廃線という結論を国

としては出すというふうに言われておりますので、そこを見極めていきたいということで

の中断だというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。存続が決まった段階

では、速やかにまた再開していきたいというふうに思っておりますので、これらについて

御理解をいただければというふうに思います。 

それから数年前に御質問をいただいておりました町道の整備の関係でございます。その

段階でも申し上げておりますが、人家が通常張りついた中での整備というのが一番良いわ

けでありますが、また、たまたまこの区間については人家の張りつきがないということで

整備も今までされてきていないというような実情でございます。全体として、まだまだ必

要なところもあるかもしれませんが、全体の道路整備計画の中で、織り込んでいきながら

進めていかなければという思いでございます。時間はかかるかと思いますが、そういう中

で大所高所検討を加えていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいというふ

うに思います。 

 

○前中委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 町道についてはそういうことであると思いますけれども、私はこの質問したときも、あ



134 

そこに一軒ございますけれども要望を受けて質問させていただいていることもありまして、

何をやっているんだとそういう話がちらほら来るんですね。もう３年かかっているわけで

すから。やはり先ほど申しましたけれども、そんなことで、この部分については考えてい

ただきたいというふうに思います。 

それと１４年から始まった美斜線から始まったこの道路でありますけれども、４線道路、

ＪＲの関係でできないんだということでありますから、これも仕方ないことではあります

けれども、やはり今後４線道というのは、距離的にまだ大分残ってますんで、補助金を頼

りにやらなきゃいけないということではなくて、補助金を考えないで、やっぱり町の事業

として継続して見ていただきたいなとこのようにお願いしておきます。 

 

○前中委員長 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 前段の町道の整備の関係でありますが、全体的な計画がございますんで、道路整備計画

の中に改めて織り込んで、整備に向けた準備を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。また４線道路の関係について、今残っているのは１６号から道道、摩周湖斜里線、

その区間４００メーターでありまして、それの中心となるのが踏切のところで、踏切がま

だ積算をしておりませんけれども、以前にやった踏切と同程度のものという部分でいきま

すと、事業費の６割近くがそこで踏切だけにかかってしまうということもありますので、

全体のあの線形との関係がありますんで、それであの前後を少し残してはあるということ

でありますが、先ほども言いましたように釧網線の存続が決まりましたら、早急に取り組

んでまいりたいというふうに考えておりますのでよろしく御理解をいただきたいというふ

うに思います。 

 

○村島委員 

 終わります。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。以上で総括審査を終わります。 

 

○前中委員長 

 以上をもちまして平成２９年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３日間審査運営に特段の御協力を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、今後十分検討をいただき明

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を申し上げます。経済社会情勢

等、変化の激しい中、厳しい時代を迎えておりますが、町民の福祉向上のため一層の研鑽

とご努力をご期待申し上げまして審査のご挨拶といたします。ご協力誠にありがとうござ

いました。 



135 

 

○前中委員長 

 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。 

 

休憩 午前１１時２５分 

再開 午後１１時２６分 

 

○前中委員長 

 休憩前に引き続き、審査を行います。 

ここで、認定第１号 平成２９年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第７号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７

件を一括議題といたします。 

 お諮りします。はじめに、決算審査の意見の取りまとめを行いたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

 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、お手元に配付の審査報告書について、ご説明申し上げます。 

 審査案件については、認定第１号から認定７号まで、一般会計、各特別会計の決算認定

でございます。 

 審査日につきましては、平成３０年９月１１日、１２日、１４日の３日間でございます。 

 審査の結果については、各会計については認定すべきものと決した。委員会の意見でご

ざいます。朗読いたします。 

平成２９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自主財源も大き

な伸びは期待できず、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、さまざま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。 

 

○前中委員長 

 審査意見の内容について、ご意見を伺いたいと思います。 

（異議なしとの声あり） 

 

○前中委員長 

 無しとのことですので、以上で審査意見の取りまとめを終わります。 



136 

 

○前中委員長 

 お諮りします。各会計の決算認定について一括採決したいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○前中委員長 

 異議なしと認めます。 

 これより、各会計一括して採決いたします。この採決は挙手によって行います。 

 認定第１号 平成２９年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第７号 

平成２９年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定については、「認定」することに

賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

 

○前中委員長 

 挙手全員であります。 

 したがって、認定第１号 平成２９年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、

認定第７号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定については、各会計

とも認定することに決定しました。これで、本決算審査特別委員会に付託された案件につ

いては、すべて審査を終了しました。 

 これで、決算審査特別委員会を閉じます。ご苦労様でした。 

（閉会 午前１１時５９分） 

 

 

 


