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平成 30 年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第１日目） 

 

令和元年 ９月 17 日（火） 

 開 会  午後  ４時 47 分 

 延  会  午後 ５時  ６分 

 

 

●出席委員（６名） 

  委 員 長  堀 川 哲 男     委  員  村 島 健 二 

  副委員長  伊 藤 忠 之     委  員  古 谷 一 夫 

  委  員  前 中 康 男     委  員  岡 本 英 明 

 

 

●欠席委員 

  委  員  池 下   昇 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長       引 政明    副町長        本松 昭仁 

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

  町民課長             熊谷 雄二    保健福祉課長     野呂田成人 

  産業建設課長     河合 雄司      焼酎醸造所長     清水 俊行 

  出納室長       永野  宏     

  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 

    書  記       世良 奈都子 

 

 

○議会事務局長（溝口富男君)  

決算審査特別委員会の開催に先立ちまして、委員長であります堀川委員長より挨拶申し上げま

す。 

○堀川委員長  

決算審査特別委員会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。この度私が委員長、伊藤委

員が副委員長として選出され議事運営の重責を担うことになりました。どうぞよろしくお願い申

し上げます。地方を取り巻く環境は依然と厳しく、行財政運営はますます厳しい状況となってお
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ります。町民の要望や山積する課題を解決するため、限られた財源をより有効に、より効率的に

使う工夫と努力がこれまで以上に求められています。決算審査は議会が決定した予算が、適正に

執行されたかどうかを審査し、またその効果を評価するものであり、極めて重要な意味を持って

おります。委員各位の将来展望に立った建設的な意見と理事者側の明快なる答弁をいただきたい

と思います。委員各位、そして理事者各位に特段の御協力をお願い申し上げまして挨拶といたし

ます。 

 

（開会 午後 ４時 48分） 

●開会宣告 

 

○堀川委員長  

これより平成 30年度各会計の決算審査を行います。 

審査の日程、進め方について事務局長に説明させます。議会事務局長。 

  

○議会事務局長（溝口富男君)  

平成 30年度各会計決算審査の日程進め方について、説明させていただきます。 

決算審査特別委員会議案の３．審査日程をご覧ください。 

審査日程については本日 17 日から 20 日までの４日間といたします。第１日目の本日につい

ては、監査委員による決算審査意見報告、町長挨拶、各会計決算内容の説明を行うこととなって

おりますが、時間の関係上、各会計決算内容説明については２日目にまわすような形になります。

２日目、３日目は審査を行います。最終日の４日目、20日は総括審査、採決まで行います。 

２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。消防費は休憩中の説明審査となります。特別会計については、記載の順番に

より、一般会計と同じ要領で行いますが、歳出歳入とも全款一括での審査となります。総括審査

については各会計全般にわたってということであります。以上で説明を終わります。 

 

○堀川委員長  

審査の日程、進め方について説明を終わります。 

続きまして、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  

平成 30年度清里町決算審査意見書１ページをお開きください。 

 ～意見書 説明～ 

 

○堀川委員長  

決算審査意見に対する質疑を行います。 
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（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

質疑なしと認めます。 

ここで、町長より挨拶がございます。 

 

○町長（ 引政明君)  

決算審査特別委員会の開催に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。この度、審査をお願い

いたします平成 30 年度の会計につきましては、一般会計及び６特別会計併せて歳出総額で 67

億６千 812 万２千円の決算額となっております。行財政を取り巻く環境は地方交付税が年々削

減されており、大変厳しい状況にありますが、高齢者に優しく、子育てのしやすいまちづくりを

目指し総合計画の理想の将来像であります、人と自然がともに輝き躍動するまち、そして２期目

の公約に掲げたみんなの力で未来を開く幸せが実感できるまちづくりを実現するために各種の政

策、施策を実施させていただいたところでございます。 

平成 30年は、この北の大地が北海道と命名され、150 年の大きな節目の記念すべき年であり

ました。また清里町にとりましても開拓の鍬が下され 120年。斜里、小清水町の両町より分村し

て 75 周年の節目の年でありましたので、輝かしい発展の歴史を築いてこられた先人、先輩の皆

さんへの感謝と清里町のさらなる発展を願い記念式典並びに各種の記念事業を実施させていただ

きましたことに心より感謝と御礼を申し上げる次第でございます。 

各分野における主な事業施策の概要でありますが、協働・共創のまちづくりの取り組みを支援

する、まちづくり地域活動推進事業をはじめ、各種のまちづくり事業、公共施設の総合管理計画

に基づく各施設の改修整備、ＴＰＰやＥＰＡ協定等による農畜産業への影響緩和策としての経営

の安定と生産基盤の整備に向けた、それぞれの各種事業。地域商工業の将来構想を推進するため

の商工振興計画の策定をはじめ市街地商店街の活性化に向けた商工振興事業。移住定住支援対策

事業。さらには地域医療の確保と町民の皆さんの健康を守るための各種医療支援対策事業。高齢

者や障害者の皆さんが住み慣れた地域で安心して安全に暮らしていくための各種の施策。子ども

子育ての負担軽減対策としての様々な施策や事業。さらに学校教育環境の充実整備に向けた各種

の施策など、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。 

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

心より感謝と御礼を申し上げる次第でございます。 

近年は、毎年のように地震や台風などの自然災害により全国各地で甚大な災害が発生し多くの

方が犠牲となられ、かつ被災をいたしております。北海道においても、昨年９月６日に発生をし

た胆振東部地区での巨大地震では 40 名を超える方々が犠牲となられ、多くの方々が被災をされ

ております。改めて犠牲となられた方に、ご冥福をお祈り申し上げますと共に被災された皆様に

お見舞いを申し上げる次第でございます。 

本町においては、地震による直接的な被害はなかったものの、停電いわゆるブラックアウトに

より農協の澱粉工場が３日間にわたり操業ができなくなりましたし、酪農家の生乳が出荷先の工

場の操業停止により廃棄処分をせざるを得なくなるなど、大きな被害が発生をいたしており、加

えて、町民の皆さんには大変不自由な思いをされております。 

また今年も５月下旬に大規模な風害に見舞われ馬鈴薯、てん菜などの農作物を中心に被害が発
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生をいたしておりますが、関係機関の協力をいただき援農支援により補植作業などにより何とか

急場をしのぐことが出来ましたことに感謝とお礼を申し上げる次第であります。 

さて、監査委員におかれましては、８月８日から８月 23 日までの長期間にわたり時節柄何か

とお忙しい中を平成 30 年度の一般会計並びに特別会計、全７会計にわたる歳入歳出決算基金及

び財産に関し、審査を実施していただき誠にありがとうございました。この間の、御労苦に対し

衷心より厚く御礼を申し上げます。 

さて、平成 30 年を振り返ってみますと、世界的にはトランプ大統領は、アメリカのファース

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

状態となっております。また、米朝間での核廃棄協議も遅々として進まず、北朝鮮においてはミ

サイルの発射を繰り返しており、一段と緊張感が高まっております。 

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、台風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、福島第２原子力発電所の放射能汚染水の問題、

国内産業構造の空洞化、さらにはアメリカの離脱後のＴＰＰイレブン協定とＥＵとのＥＰＡ協定、

そしてアメリカとの貿易交渉などや新興国経済の低迷など油断の許さない困難な課題を抱えてお

り、当面は厳しい状況が続くものと懸念をいたすところであります。 

今年度に入り、国内経済はアメリカ経済の進展を背景に穏やかな拡大傾向を示しているとのこ

とでありますが、政治的には、４月の統一地方選挙、７月の参議院議員選挙、さらに９月には、

内閣改造が行われ、改憲に向けた意欲を示しておりますが、韓国との間では徴用工訴訟問題や輸

出規制強化などにより、関係が急速に悪化しておりＷＴＯへの提訴、日本製品の不買運動、観光

客の減少などもあり、あらゆる方面で影響が出てきておりますが、収束までには時間がかかるこ

とが想定をされるところでございます。こうした中、国におい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施策の取り組みを着実に進めることとされております。 

加えて、町政の執行に当たりましては、第５次清里町総合計画に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まちづ

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ヶ年計画並びにまち・ひと・しごと創生の総合戦略は計

画の期間が到来してまいりますので、令和の新しい時代にふさわしい新しいまちづくりの理想の

将来像を掲げ、町民の皆さんとともに夢と希望と誇りの持つことができる豊かなふるさと、清里

町を創造するため、これら計画の策定を進めるとともに現計画並びに新しい計画の実行性を確保

するために、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。 

最後になりましたが、これより、堀川決算審査特別委員会委員長並びに伊藤副委員長の采配に

より決算審査をいただくことになりますが、議員各位におかれましては、よろしくご審議を賜り

ます様お願いを申し上げ挨拶とさせていただきます。 

 

○堀川委員長  
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お諮りします。 

本日はここで延会としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

異議なしと認めます。 

よって本日はこれで延会とします。なお、明日 18 日は、９時 30 分より各会計の説明から行

います。本日は御苦労さまでした。 

 

（延会  午後 ５時 ６分） 
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平成 30 年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第２日目） 

 

令和元年 ９月 18 日（水） 

 開 会  午前  ９時 30 分 

 延  会  午後 ４時 43 分 

 

 

●出席委員（６名） 

  委 員 長  堀 川 哲 男     委  員  村 島 健 二 

  副委員長  伊 藤 忠 之     委  員  古 谷 一 夫 

  委  員  前 中 康 男     委  員  岡 本 英 明 

 

 

●欠席委員 

  委  員  池 下   昇 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長       引 政明    副町長        本松 昭仁 

総務課長       伊藤 浩幸    総務課主幹      樫村 亨子 

総務Ｇ主査      吉本  淳    管財Ｇ総括主査    北川  実 

管財Ｇ主査      田中 誠之 

  企画政策課長     藤代 弘輝    企画政策課主幹    阿部 真也 

まちづくりＧ総括主査 新輪 誠一    まちづくりＧ主査   半澤  忍 

まちづくりＧ主査     長屋 智洋     まちづくりＧ主事   吉田 悠平 

地域振興Ｇ主査    横畠 敏樹     

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

  町民生活Ｇ総括主査  水尾 和広    町民生活Ｇ主査    阿部由美子     

  町民生活Ｇ主査    山嵜 孝英    町民生活Ｇ主査    藤森 宏樹 

  税務・収納Ｇ主査   土井 泰宣 

  保健福祉課長     野呂田成人    保健福祉課主幹    宮津 貴司 

保健Ｇ保健師長    武山 悦子    福祉介護Ｇ総括主査  寺岡 輝美 

福祉介護Ｇ主査    原田  了    子ども子育てＧ総括主査  鈴木由美子 

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

建設Ｇ主査      山本 卓司    産業振興Ｇ総括主査  吉田 正彦 

産業振興Ｇ主査    吉田 慎治    農業委員会事務局次長 小林 正明 

  焼酎醸造所長     清水 俊行    焼酎醸造所主任    廣谷 淳平 

  出納室長       永野  宏 
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  教育長        岸本 幸雄    生涯学習課長     原田 賢一 

  生涯学習課主幹      三浦  厚    社会教育Ｇ総括主査  泉井 健志  

  学校教育Ｇ主査    小泉めぐみ    学校教育Ｇ主査    武山 雄一 

  消防清里分署長    岡崎  亨    庶務係長       君島 晴男 

  救急係長       小笠原明博    予防係長       山田  司 

  警防係長       半澤 孝貴    危険物係長      内野 智也 

 

 

●職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長       溝口 富男 

    書  記       世良 奈都子 

 

 

○堀川委員長  

ただいまから会議を開きます。 

まず、各会計の決算内容について説明を求めます。 

始めに、一般会計の決算内容について説明願います。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 平成 30 年度、各会計の決算審査にあたり、各決算内容について御説明申し上げます。説明に

先立ち、提出いたしております資料の確認をお願いいたします。 

決算書につきましては、一般会計及び特別会計の２冊となっており、斜里地区消防組合清里分

署決算書につきましては、特別会計の最後に編さんしております。 

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施策の成果を説明する書類を合わせて提出いたしておりま

す。 

なお、決算審査意見報告が代表監査委員より行われ、意見書が提出されておりますので、要点

のみの説明とさせていただくことをご了承いただきたいと存じます。 

それでは、会計別決算の総括並びに一般会計決算についてご説明申し上げますので、平成 30

年度清里町各会計歳入歳出決算説明書、主要な施策の成果を説明する書類をご覧ください。表紙

をおめくり１ページをご覧ください。 

平成 30年度各会計別決算総括表について、ご説明いたします。一般会計から焼酎事業特別会

計まで、７会計の総額は、予算額 73 億 633 万２千円に対し、歳入の決算額は 71億５千 96

万２千円であり、予算対比 97.9％となっております。歳出につきましては、決算額が 67 億６

千 812 万２千円であり、執行率は 92.6％となっております。なお、歳入歳出差引残高は３億

８千 284 万円となってございます。昨年度の決算額と比較しますと、平成 29 年度の歳入が

72 億４千 498 万７千円。歳出は 69 億２千 130 万４千円でございまして、歳入では９千

402 万５千円の減。歳出では１億５千 318万２千円の減となってございます。 

会計別では前年度決算額との比較において、歳出ベースで一般会計が２千 779 万７千円の減

となっている他、介護保険事業特別会計が３千 410 万７千円の減。国民健康保険事業特別会計
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が１億１千 707 万２千円の減。後期高齢者医療特別会計が 366 万６千円の増。簡易水道事業

特別会計が 327 万８千円の増。農業集落排水事業特別会計が１千 94万８千円の増。焼酎事業

特別会計が 790 万２千円の増となってございます。 

続いて、一般会計決算の状況についてご説明をいたしますので、ピンク色の紙を開きまして３

ページをご覧ください。 

平成 30 年度の歳入総額は 55 億８千 475 万５千円であり、歳出総額は 52 億６千 677 万

７千円。歳入歳出差引額は３億１千 797 万８千円となっております。翌年度へ繰り越すべき財

源は繰越明許費の一般財源分といたしまして、４千 503 万９千円となっており、実質収支額は

２億７千 293 万９千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５千 41 万６千円でございます。 

４ページをお開きください。一般会計の款別決算額調べの歳入についてご説明いたします。下

段合計欄をご覧ください。調定額 55 億９千 516 万２千円。収入済み額は 55 億８千 475万

６千円であり、不納欠損額は 254万２千円。収入未済額は 786万４千円となってございます。 

不納欠損の 254 万２千円につきましては、町税が 254 万円であり、その内、町民税が 55

万９千円。固定資産税が 198 万１千円となってございます。また、使用料及び手数料のうち、

税務督促手数料が２千円となってございます。収入未済額につきましては、町税が 637万４千

円であり、その内、町民税が 156万９千円。固定資産税が 471 万７千円。軽自動車税が８万

８千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 149万円の内訳は、住宅使用料 147 万１千円。税務

督促手数料９千円。住宅督促手数料１万円でございます。予算現額に対する収入済額は１億７千

991 万円少なくなっており、収入割合は予算現額に対し 96.9％、調定額に対しては 99.8％と

なってございます。 

５ページをご覧ください。歳出の款別調べについて合計欄で説明をいたします。予算現額 57

億６千 466万６千円に対し、支出済額は 52 億６千 677 万７千円でございます。翌年度繰越

額は３億１千 836万４千円であり、不用額は１億７千 952 万５千円となっており、執行割合

は予算額に対し 91.4％でございます。なお、翌年度繰越額の内訳につきましては、総務費の職

員用端末機器購入事業に３千 412万円。農林水産業費の産地パワーアップ補助事業に２億５千

924 万４千円。教育費の清里中学校冷房設備整備事業に２千 500 万円となってございます。

歳出全体におけます各科目の執行割合でございますが、農林水産事業費が前年度に比べ 3.2％

の増となってございます。農林水産業費の増の要因としましては、農業振興費の産地パワーアッ

プ事業補助の開始等となってございます。その他の科目の割合は前年度から大きく変わりなく

推移しております。 

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

総合戦略費の負担金、補助及び交付金などが主な要因でございます。民生費につきましては、ケ

アハウス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、予防接種業務委託料など

が主な要因でございます。農林水産業費及び商工費につきましては、各目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。教育費つきましては、各目の需用費等。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、71 ページ

から 74ページに記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 
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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分すると共に、使途別の充当区分であります、特定財源

と一般財源に分類を行っているところであります。平成 30 年度決算額のうち、地方交付税など

の依存財源は 39 億 703 万６千円であり、構成比は 70％となっております。また町税等の自

主財源は 16億７千 772 万円であり、構成比は 30％となっております。 

７ページをご覧ください。歳出の性質別財源構成比較表につきましては、歳出を消費的経費と

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

説明をいたします。平成 30 年度の決算時における財源内訳は、特定財源が 21 億３千 971 万

２千円であり、構成比は 40.6％。一般財源は 31億２千 706万５千円であり、構成比は 59.4％

となっております。また、経常的な一般財源は 24 億 668万円であり、財政構造の弾力性を示

す経常収支比率は 73.4％となっております。投資的経費の決算合計額は９億１千 605 万２千

円であり、前年度との比較では２億 958 万５千円の減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分したものであり、人件費総額は６億６千 654万円で

あり、前年度との比較では 101 万３千円の減となっております。物件費につきましては、12

億５千４万４千円であり、前年度対比１千 731万５千円の減となっております。 

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

決算年度であります平成 30 年度中における債務負担は、農業経営基盤強化資金利子助成事業

をはじめ、全体で 32 件、５億１千 552万円となっております。また、31 年度以降の債務負

担につきましては 29件で、総額 30億 758万７千円でございます。 

11 ページをご覧ください。地方債の現在高調べにつきまして、御説明を申し上げます。下段

の合計欄をご覧ください。平成 29 年度末の現在高が 68億 761万１千円であり、平成 30 年

度中の発行額が７億１千 130 万円、償還額が元利合わせまして８億 471万８千円となってお

ります。従って平成 30年度末の現在高が 67億６千 746万３千円となり、前年度末と比べて

４千 14万８千円の減となります。 

以下、12ページから 70ぺージまでにつきましては、主要施策の成果となっております。ま

た先ほど申し上げました通り、71 ページから 74 ページまでは、決算不用額の主な内容、75

ページにつきましては、各施設の経常収支状況でございまして、設備につきましては省略をさせ

ていただきます。それでは別冊の一般会計の決算書 100 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番の歳入歳出差し引き額は３億

１千 797万８千円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源であります、４千 503 万９千円

を差し引いた５番の実質収支額は、２億７千 293 万９千円の黒字となってございます。 

続きまして、財産に関する調書の説明をいたしますので、101 ページをご覧ください。はじ

めに、公有財産の土地及び建物の合計欄でご説明を申し上げます。土地の年度中の増減につきま

しては、ケアハウスきよさとの用地の７千 392.92 平方メートルを普通財産から行政財産へ移

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、木造の行政財産が 143.54 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。非木造の行政財産は 3 千 193.29 平方メートルの増であ

り、ケアハウスきよさとの建設によるものでございます。建物全体の年度末の現在高は９万３千

343.32 平方メートルとなってございます。 
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102 ページをお開きください。102ページから 104 ページは、行政財産と普通財産に区分

し年度中の増減および決算年度末現在高を記載をいたしております。 

105 ページ、（２）物件、（３）有価証券につきましては、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７万 500円の増資をしたことにより、網

走地区森林組合出資金の年度末の現在高は 110万 700 円となりまして、出資金９件によりま

す年度末現在高の合計は、１千 506 万９千 800円となってございます。 

106 ページをお開きください。物品につきましては増減はありません。基金につきましては、

子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めまして、年度中増減額は１億２千 754万９千 764 円の減となってお

り、年度末現在高は 46億８千 785 万５千 159円でございます。 

次の 107ページ 108 ページの貸付基金運用状況につきましては、生涯学習課長よりご説明

を申し上げます。 

 

○堀川委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 地方自治法の第 241条の規定に基づきます、基金の運用状況につきまして御説明をいたしま

す。清里町一般会計歳入歳出決算書 107 ページをご覧ください。始めに清里町奨学資金貸付基

金の運用状況でございます。決算年度末の基金総額は平成 30年度に１千万円積み増しし、８千

500 万円となっております。基金の運用につきましては、貸付額の決算年度末現在高は２億１

千 705 万６千円で、備考欄に記載のとおり平成 30 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３名で 250 万１千円。高等学校、専修学校への就学に係る資金貸し付けが３

名で 156 万円。短大大学への就学に係る資金貸付が 19 名で 948 万円。合計 25 名で１千

354 万１千円となっております。 

償還額の現在高は 1億５千 445 万２千 604 円で、決算年度中の償還は合わせて 53 名１千

７万８千 532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２千 239 万６

千 604 円となります。 

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

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

減はございません。なお、この基金は備考欄に記載の４団体の出資により資金造成されたもので

ございます。貸付額の現在高は２千 791 万７千円で、決算年度中における貸付はございません

でした。償還額の現在高は２千 791 万７千円で、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。したがいまして、決算年度末現在の基金残高は 900 万円となります。以上、２つ

の基金についての運用状況の説明を終わります。 

 

○堀川委員長  

次に、介護保険事業特別会計の説明を願います。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君)  
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平成 30 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ご説明いたします。始めに清里町各会

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 77ページをご覧ください。 

第１表平成 30 年度款別決算額調べについて説明いたします。歳入の決算額について、一番下

の行、合計で説明いたします。予算現額が４億５千 469 万１千円に対しまして、調定額は４億

６千 547万７千円。収入済額は４億６千 495万９千円。不納欠損は９万２千円。未収入額は

42 万７千円となっております。予算現額に対する増減額は、１千 26 万８千円の増額となって

おり、収入割合は予算現額に対しまして 102.3％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４億５千 469 万１千円。支出済額が４億２千

342 万円。不用額は３千 127 万１千円であり、主な要因は総務費の 180万２千円、保険給付

費の２千 771万９千円、地域支援事業費の 172 万円であり、支出割合は予算現額に対しまし

て 93.1％であります。 

次のページをお開きください。第１表の附表につきましては、ただいま御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、79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が３億８千 982万８千円と

全体の 92.1％を占めております。 

次のページをお開きください。80 ページ、第２表の附表は第２表で説明いたしました経費の

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４億６千 495万８千円で

あり、歳出総額は４億２千 342 万円。歳入歳出差引額及び実質収支額は４千 153万８千円と

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、前年度末残高は２千

18 万１千 301円であり、決算年度中の増減高は 415 万 207円の増。決算年度末の現在高は

２千 433万１千 508円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○堀川委員長  

１点確認させてください。最初の説明の 77ページの説明の中で、調定額、収入済額の金額が

説明と書類との確か１千円違うような説明があったんですけども。歳入の方かな。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 大変申し訳ありません。ただいま申し上げました数字と資料の方を間違ってございました。四

捨五入の関係で、私の報告が間違っておりましたので、記載の数字が正しい数字となっておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

○堀川委員長 

 わかりました。 

 

○前中委員 
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 財産に関する調書。今もう一度確認。こちらが正しいということで。 

 

○堀川委員長 

 財産に関する調書。これも説明と違っていましたか。 

 

○前中委員 

 ちょっとなんか違ったのかなと思ったんですけど。介護保険事業基金の前年度末残高手元の

資料が合っているということでいいです。資料が合っているということで。 

 

○堀川委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 御指摘のとおり、21ページの資料が合っているということでご理解頂きたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 次に、国民健康保険事業特別会計の説明を願います。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 平成 30 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 81 ページをご覧ください。第１表款別決算額調べについてご説

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

億 642 万円に対し、調定額７億２千 234 万６千円。収入済額７億１千 732 万５千円。不納

欠損額 78 万９千円であり、収入未済額は 423万２千円となってございます。不納欠損額の内

訳は、国民健康保険税 78 万８千円、督促手数料１千円でございます。収入未済額は国民健康保

険税が 422 万６千円であり、その内訳は現年課税分が 131 万２千円。滞納繰越分が 291 万

４千円となっており、督促手数料が６千円でございます。予算現額に対する増減額は１千 90万

５千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し 101.5％、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７億 642万円に対し支出済額７

億 608 万３千円であり、不用額は 33 万７千円でございます。予算現額に対する執行割合は

100％でございます。82 ページをご覧ください。第１表の附表はただいまご説明いたしました

款別決算額調べをグラフ化したものであり、ご説明は省略させていただきます。83 ページをご

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

び交付金が６億７千 206 万３千円で、全体の 95.2％となってございます。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 40 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７億１千 732 万５千円。歳出総額は７億 608 万３千
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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 124 万２千円でございます。41

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 13 万２千 361 円、決算年度中増減高は、基金への積み立てが１千 140万８千

176 円。そして、基金からの繰入が 343 万２千円であり、差引 797万６千 176 円の増、決

算年度末の現在高は 810 万８千 537 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。 

 

○堀川委員長 

 次に、後期高齢者医療特別会計の説明を願います。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 平成 30 年度後期高齢者医療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 85 ページをお開きください。第１表款別決算額調べに

ついて御説明申し上げます。始めに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。

予算現額７千 192 万６千円に対し、調定額７千 199 万１千円。収入済額７千 199 万１千円

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、６万５千円の増となってお

り、収入割合は予算現額に対して 100.1％、調定額に対して 100％となってございます。 

 次に、歳出について合計額でご説明申し上げます。予算現額７千 192万６千円に対し、支出

済額７千 189万６千円であり、不用額３万円となってございます。予算現額に対する執行割合

は 100.0％でございます。86 ページをご覧ください。第１表の附表はただいま御説明いたし

ました款別決算額調べをグラフ化したものでございまして、御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表は款の性質別経費分析表であり、主な経費として負担金補助

及び交付金が７千 28 万７千円で、全体の 97.8％を占めてございます。88 ページをご覧くだ

さい。 

 各款の中で節の経費の調べ、これは第２表の附表であり、ご説明を省略させていただきます。 

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

入歳出決算書 54 ページをお開きください。実質収支に関する調書について、ご説明いたしま

す。歳入総額は７千 199 万１千円、歳出総額は７千 189万６千円となっており、歳入歳出差

引額並びに実質収支額は９万５千円でございます。以上、ご説明とさせていただきます。 

 

○堀川委員長 

 次に、簡易水道事業特別会計の説明を願います。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 平成 30 年度簡易水道事業特別会計決算状況につきまして、御説明申し上げます。清里町各会

計歳入歳出決算説明書の 89 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御説明

申し上げます。始めに、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

218 万８千円に対し、調定額６千 533万９千円。収入済額６千 397万３千円。不納欠損額は

ございません。収入未済額は 136万６千円となってございます。収入未済額 136万６千円の
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内訳は、水道使用料の現年分が 47万５千円、滞納繰越分が 86 万４千円であり、合わせて 133

万９千円、督促手数料が２万７千円でございます。予算現額に対する増減額は 178万５千円の

増となっており、収入割合は予算現額に対し 102.9％、調定額に対し 97.9％となってござい

ます。 

 次に、歳出について合計額でご説明申し上げます。予算現額６千 218万８千円に対し、支出

済額５千 884万２千円であり、不用額は 334万６千円でございます。予算現額に対する執行

割合は 94.6％でございます。不用額の主な内容につきましては、95 ページに記載しておりま

すが、総務管理費の需用費が主な内容となってございます。90 ページをお開きください。第１

表の附表はただいま御説明いたしました、款別決算額調べをグラフ化したものであり、御説明は

省略させていただきます。91 ページをご覧ください。 

第２表は歳出における款の性質別経費分析表であり、主な経費として人件費が 927万６千円

で、全体の 15.8％。物件費が１千 293万８千円で、全体の 22％。事業費が１千 877 万１千

円で、全体の 31.9％。公債費が１千 350 万９千円で、全体の 23％となってございます。92

ページをお開きください。 

各款の中で節の経費の調べは第２表の附表であり、御説明を省略させていただきます。93ペ

ージをご覧ください。 

第３表は地方債現在高調べであり、合計欄で御説明いたします。区分は簡易水道事業債であり

平成 29年度末の現在高が１億４千 710 万４千円、平成 30年度中における発行額はございま

せん。平成 30 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 30 年度末

現在高は１億３千 679万５千円となっており、普通交付税に算入された額は 337万７千円で

ございます。94 ページの主要施策の成果、並びに 95 ページの決算不用額につきましては、記

載の通りであり説明を省略させていただきます。 

 続きまして、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、御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 68 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６千 397 万３千円、歳出総額は５千 884万２千円と

なっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は 513 万１千円でございます。69ページをご

覧ください。財産に関する調書について御説明いたします。１．公有財産における（1）土地及

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

基金につきましては、簡易水道施設整備基金の前年度末現在高が４千 537 万５千 48円、決算

年度中増減高は 569万７千円の減であり、決算年度末の現在高は３千 967 万８千 48円とな

ってございます。以上で、決算状況の御説明とさせていただきます。 

 

○堀川委員長 

 次に、農業集落排水事業特別会計の説明を願います。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 平成 30 年度農業集落排水事業特別会計決算状況について御説明申し上げます。清里町各会

計歳入歳出決算説明書の 97 ページをお開きください。第１表款別決算書に決算額調べについ

て御説明申し上げます。始めに、歳入の款別決算額について合計額で御説明申し上げます。予算

現額１億１千 159 万５千円に対し、調定額１億１千 457 万３千円。収入済額１億１千 355
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万５千円。不納欠損額２万３千円。収入未済額は 99 万５千円となってございます。不納欠損額

２万３千円の内訳は、使用料２万２千円、督促手数料１千円でございます。また、収入未済額の

99 万５千円の内訳は、使用料の現年分が 39 万１千円、滞納繰越分が 58万５千円であり、合

わせて 97 万６千円。督促手数料が１万９千円でございます。予算現額に対する増減額は 196

万円の増となっており、収入割合は予算現額に対し 101.8％、調定額に対し 99.1％となって

ございます。 

 次に、歳出について合計額でご説明申し上げます。予算現額１億１千 159 万５千円に対し、

支出済額１億 837万６千円であり、不用額は 321 万９千円でございます。予算現額に対する

執行割合は 97.1％でございます。不用額の主な内容につきましては、103 ページに記載して

おりますが、総務管理費の需用費が主な内容となってございます。98 ページをお開きください。

第１表の附表はただいま御説明いたしました款別決算額調べをグラフ化したものであり、御説

明は省略させていただきます。99 ページをご覧ください。第２表は歳出における款の性質別経

費分析表であり、人件費が 378 万２千円で、全体の 3.5％。物件費が２千 970 万４千円で、

全体の 27.4％。事業費が１千 809万円で、全体の 16.7％。公債費が５千 680 万円で、全体

の 52.4％となってございます。100 ページをお開きください。 

各款の中で節の経費の調べは第２表の附表であり、御説明を省略させていただきます。101

ページをご覧ください。 

第３表は地方債現在高調べであり、合計欄でご説明いたします。区分は下水道事業債であり、

平成 29 年度末の現在高が４億４千１７万１千円、平成 30 年度中における発行額はございま

せん。平成 30年度の償還額は元利合わせまして５千 680万円であり、平成 30 年度末現在高

は３億９千 367 万４千円となっており、普通交付税に算入された額は２千 840 万５千円でご

ざいます。102 ページの主要施策の成果並びに 103 ページの決算不用額につきましては、記

載の通りであり、説明を省略させていただきます。 

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

別冊の清里町特別会計歳入歳出決算書 83 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１億１千 355 万５千円。歳出総額は１億 837 万６千

円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は 517万９千円でございます。84 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．公有財産における（1）

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

状況の御説明とさせていただきます。 

 

○堀川委員長 

 次に、焼酎事業特別会計の説明を願います。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 平成 30 年度清里町焼酎事業特別会計決算状況につきまして、各会計歳入歳出決算説明書に

よりご説明いたしますので、105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 484

万６千円に対し、調定額の合計は１億３千 440万５千円。収入済額の合計は１億３千 440万

５千円であります。収入未済額は０円で、予算現額に対する増減額の合計は 44 万１千円の減



16 

 

で、主に生産物売払収入によるものでございます。予算に対する収入割合は合計欄で 99.7％で

あり、調定済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 484

万６千円に対し、支出済額の合計は１億３千 272万８千円であり、執行割合は合計欄で 98.4％

であります。不用額が 211 万８千円となっております。次ページお開きください。 

106 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。107 ページをご覧ください。 

第２表性質別経費分析表につきましては、歳出の各款ごとに示しており、各項ごとの割合は合

計欄で、人件費で２千 143 万円で、16.1％。物件費で８千 880 万円で、66.9％。補助費等

で１千 512 万１千円で、11.4％。基金積立金で 737 万７千円で、5.6％となっております。

次ページをお開きください。108 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 98 ページをお開きください。98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 440万５千円、歳出総額１億３千 272万８千円で

あり、歳入と歳出差引額及び実質収支額は共に 167 万７千円となっております。  

 次ページをお開きください。99 ページの財産に関する調書につきましては、１の物品につき

ましては、決算年度中の増減は、フォークリフトが１台増となっており、決算年度末現在高は３

台となっております。２の基金につきましては、決算年度額中の増減は 132 万３千 138 円の

減で、年度末現在高は 167 万６千 862円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○堀川委員長 

 ここで暫時休憩します。 

 休憩中に消防費（清里分署関係）の説明を行います。 

（暫時休憩） 

 

○堀川委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（岡崎亨君) 

 平成 30 年度斜里地区消防組合消防署清里分署の決算状況につきまして、御説明申し上げま

す。始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、消防清里分署の決算説明書となります。110 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。歳入歳出ともに、合計額でご説明いたしま

す。始めに、歳入につきましては予算額１億７千 855 万１千円に対し、調定額及び収入済額は、

いずれも１億７千 341 万４千円であり、収入割合は予算額に対し 97.1％。調定額に対しては

100％となっております。 

 次に、歳出につきましては予算額１億７千 855 万１千円に対し、支出済額は１億７千 341

万４千円、不用額は 513万７千円であり、執行割合は予算額に対し 97.1％となっております。

111 ページをご覧ください。 
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第２表性質別経費分析表であり、科目の左から１列目、常備消防費の合計額は１億４千 334

万８千円で、全体の 82.7％。次の列、非常備消防費の合計額は１千 244 万５千円で、全体の

7.2％。次の列、消防施設費の合計額は 245 万７千円で、全体の 1.4％。次の例、消防本部費

の合計額は１千 516 万４千円で、全体の 8.7％となっております。次に、112 ページをお開

きください。 

 第３表は、ただいま御説明いたしました、歳入歳出決算の構成比をグラフ化したものでありま

して、説明は省略させていただきます。113 ページをご覧ください。 

 第６表は、緊急出動などの実績であり、１の火災出動は２回出動し、火災の内訳は下の表のと

おり、その他の２件となっております。２の災害出動はございませんでした。３の訓練、警戒出

動は消防団の出動実績であり、出動回数は訓練と警戒出動を合わせて 71回出動し、出動団員数

は延べ 1,512 名となっております。４の救急出動は 162 件。内訳は傷病者を搬送した件数が

143 件。不搬送が 18 軒。またこの表には掲載しておりませんが、医師を傷病者宅まで搬送し

た救急出動１件。合わせて 162 件の出動となっております。また、搬送した人数につきまして

は、下段の表のとおり 144 名となっております。なお、出動の種別については表の右側の通り。

また、傷病者の搬送内訳は下の①の表のとおりであり、説明は省略させていただきます。次に

114 ページをお開きください。 

 消防団員の災害など出動手当の支給状況を御説明申し上げます。この表は災害、訓練、警戒出

動の区分ごとに月別に出動状況を示したものであり、表の右下の欄をご覧ください。右下の欄と

なります。出動回数は下から３段目の括弧書きのとおり 71 回。出動人員は、その下、1,512

名。出動手当の支給額は 604 万８千円となっております。115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、115 ページは歳入歳出の総括。116 ぺージは性

質別の歳出内訳であり、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。１番後ろの青

色の仕切りからが、消防清里分署の歳入歳出決算書となります。114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)土地及び建物につきまして

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面積は 762.7平方メートルで、前

年度からの増減はございません。115ページをご覧ください。表の右側２の物品につきまして

も各消防車両、小型動力ポンプ、消防用無線機ともに前年度からの増減はございません。次に

116 ページをお開きください。 

 水利状況につきましては、防火水槽の増減はありませんが、消火栓につきましては、緑地区に

おきまして１ヶ所の減となり、全体で 59ヶ所となっております。以上で説明とさせていただき

ます。 

 

（再開） 

○堀川委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

○堀川委員長 

 各会計の説明は終わりました。 

 一般会計の歳出から審査を始めます。説明員交代となります。ここで暫時休憩します。 
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 休憩中に、消防費の審査を行います。 

（暫時休憩） 

 

○堀川委員長 

 それでは、消防費の審査を行います。清里町一般会計歳入歳出決算書の 81 ページをお開きく

ださい。８款消防費、１項消防費、１目消防費、ご質問ありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 全体的な消防の活動の内容について御質問申し上げたいと思うんですが、先ほど救急出動の

実績、特に傷病者の搬送実績等について御説明あったわけなんですけども、近年、特に山岳事故

等が非常に多発しているという状況の中で、聞くところによると、今年度においても既に４件の

道警、ドクヘリが飛んできて救助したという実績。 

 30 年度における山岳事故等がこの内数の中に入っているのか。どういった形の中で消防とし

て対応されたのか。その実績や現状について御説明願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 消防分署長。 

 

○消防分署長（岡崎亨君) 

 昨年の山岳事故の内容につきまして御説明を申し上げます。昨年は消防署として出動した件

数は２件ということになっております。もう１件。３件ございましたが、もう１件の方について

は斜里岳に登る時に、装備をして１泊の予定で来られていたということで、斜里警察署の対応が

もう１件ございました。分署といたしましては、平成 27年山岳地域における要救助者からの救

助に基づいて、救助に向かうということで捜索ではございません。あくまでも怪我をした。また

救急要請に基づいて救助に行くということで、昨年度から装備品を装備する中、救助に向かって

いるということで、やはり山岳地帯なものですから、活動に当たっては斜里警察署と連携を組み

ながら清里消防署として動くという形で活動しております。 

 なお、去年の２件につきましては、その内の１件が道警ヘリによるピックアップ、ホイストの

救助。もう１件については、地上救助という形で結果的には道に迷ったということで、怪我をし

た状況ではなかったものですから、地上救助、そういったところで対応しております。なおこの

２件とも、斜里警察署の山岳救助隊と共に活動をしているという状況になってございます。以上

簡単でありますが。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 昨年度の予算の中で執行の中で、今分署長からお話があったとおり、山岳救助の装備品をある

程度備えられたという形。それから私も年に２、３回山開きの前と夏場と秋口、３回位登るんで

すけど、だいたい休日に登ると必ず消防職員の方が、自分の訓練でしょうか。明けで個人とし
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て、個人トレーニングも含めながら登る姿は何回もほぼ毎回、登山者名簿を見ると消防職員の名

前が必ず記載されているという状況を見ているわけなんですけど、今そういった中で装備品だ

けでなくして、どうしても訓練が必要になってくるという状況の中において、今分署長もお話が

あったように、あくまでも傷病者中心としての救助、ある部分については警察の遭難対策と連動

しながらという動きの中において、斜里署全体としての、一定の山岳事故に伴う傷病救助に関す

る規程だとか、分署自体における一定の基準。というのは危険が伴いますし、今言ったように

日々訓練をされているっていう形の中で対応されていると思うんですけど、そういった一定の

基準やマニュアルというものを作られて対応されているのかどうか。 

 その現状についてどういう形になっているのか。それについてご説明願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長（岡崎亨君) 

 ただいまの御質問についてご説明を申し上げます。まず山岳地帯というところに絞って答弁

させていただいてよろしいでしょうか。山岳地帯におきましては救助活動、今おっしゃられたよ

うに非常に危険が伴います。それですから平成 27 年、清里分署としての内部規程を定める中、

運用しております。具体的に申し上げますと、夜間の救助はしないだとか、やはり隊員の安全第

一。こういったようなところを基本にした救助規程をつくりまして、運用をしているこういった

ところになっています。また斜里署全体といたしましては、平成 30 年度から斜里地区消防組合

合同による山岳救助訓練。これを平成 30 年、今年もやったんですけれども、その防災ヘリを使

用した中での合同訓練。今年は斜里警察署も含んだ中での訓練という形の中で進めさせていた

だいておるところでございます。以上、簡単でありますけれども、説明にさせていただきます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今分署長から説明があったように、斜里町含めたホイストの訓練も今年行われた。その準備の

段階もちょうど山に登っていたので、見ていたわけなんですけれども、非常に一生懸命にされて

いるといった形の中で、一定の基準をつくりながら隊員・職員の皆さんの安全確保を図りながら

現実的な対応を行っている、ご苦労の多い仕事だというふうに考えておりますし、これからも安

全対策、職員の皆さん隊員の皆さんも安全確保を含めた中で、どうしても観光振興という形で山

岳対応斜里岳等含めたＰＲをしていくとなると、登山道の新道の方については、かなり整備がそ

れぞれ町の方の予算を含みながらやっておりますけれども、ある一定の事故というのは、どうし

ても減る傾向ではなく増える傾向にある。 

 そして携帯電話等でちょっとした怪我でも、すぐ警察、消防等に連絡が来る。そういった状況

を踏まえた中において、やはりその辺の隊員・職員の安全対策。装備品のきちんとした整備。 

 それから一定のマニュアルに基づく傷病者の救助活動というものを、しっかり徹底していか

なければならない。このように感じますので、その方向性をきちんと堅持しながら進めていただ
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きたい、このように思っております。答弁は必要ありません。続けて２点目よろしいですか。 

 

○堀川委員長 

 はい。 

 

○古谷委員 

 あわせて、今は救急等の緊急通報システムというのについては、かなりきちんと整備されてき

ているんですが、日常的な常備の消防の消防団員さん含めた部分での無線ですとか、そういった

装備品に関する部分について。一部耳にするところ、かなり老朽化したものがあったりしなが

ら、やはり通常的な訓練や、通常的な出動における部分について、そういった無線機等の備品に

ついてもしっかりと装備していく必要があるんではないかという声を最近よく耳にするわけな

んですけども、そういったことに対する認識、今後の対応というものを年次的に備品装備の整備

はされているというふうに認識はしているんですけども、今後どういった所が必要になってい

るかっていうふうに抑えているか。そういった方向性について現在、来年度予算も含めながら考

えている方向性についてお伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長（岡崎亨君)  

 団の資器材の関係については、年度ごとに整備をしているところでございまして、先日開催を

いたしました防災訓練におきましても、それぞれ団ごとに今年導入いたしました電動の工具で

すとか、そういったようなものを順次整備をしてきているところでございます。今委員おっしゃ

られました、その携帯無線。これにつきましては、今現在整備をされていないという状態により

まして、団の招集については消防サイレン、もしくは一般電話、個人の携帯電話、それに頼って

いるというのが実態でございます。 

 これらについては大きな予算を伴いますので順次計画を立てながらその団員の資器材、無線

の関係も含めて整備をしていきたい、このようには事務段階では整備をしているところでござ

います。まだ、いつ装備を完成するのか、そういったところは今現在決まってはいないという段

階になっておりますけれども、将来は必要というふうには認識をしているところであります。 

 もう１点。車両に登載している無線資機材。これにつきましては当然でありますけれども完備

されております。消防車両についている無線資機材。これについては完備をちゃんとされている

というところでご理解を願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 春の消防の訓練、合同の訓練。それから秋の防災の訓練と非常に団員の皆さん、職員の皆さん

含めしっかり住民対応を含めてやっておられるというふうに見ているわけなんですが、現実的
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な話として災害事故が起きた場合、火災等が起きた場合、そういった連絡体制、無線体制という

のが完備していなければ、何度現場での訓練を行っても、それは機能していかない。まずしっか

りと人が集まってきて、団員さんが集まってくる。職員が速やかに対応できる現場での連絡体

制。そういったものがしっかり取れるという形になって、初めて機能するというふうに考えるも

のであって、ある一定の大きなものについては、被害については当然多額の予算を要するという

形の中で、今後さまざまな課題、消防署どうするんだという考え方の中で、今後の大きな課題に

なっていますし、そういった中で解決されるものと。今、現場で日々の日常的な装備として解決

しなくてはいけないもの。こういったものがあろうかと思いますので、そういったものについて

は、しっかりと年次計画を持ってしっかりとその整理をしていただきながら、町民の安全、生

命、財産の保持に努めていくという、こういった方向をぜひ確認しながら進めていただきたい、

このように考えております。 

 

○堀川委員長 

 その他、質問漏れはありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 １点だけお尋ねしたいと思いますけども、今回高速道路使用料という形で計上されておりま

して、救急車両で高速道路ということは、有料料金の適応かなと思うんですけど、この案件の搬

送車は管外ということでよろしいですか。 

 

○堀川委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長（岡崎亨君) 

 昨年度の高速道路使用料の関係につきましては、昨年石狩市で開催されました、消防大会。こ

れに参加するために高速道路を使用した、こういったような内容になってございまして、救急搬

送の利用ではございません。 

 

○堀川委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 わかりました。折角なので、ちょっとお聞かせ願いたいのは、仮にそういう事案が発生して高

度医療の第３次、そういう病院に搬送の時に高速道路の利用体系、そういう事案があるかと思

う。あることを想定した場合、搬送車の場合は、救急で高速道路を使用しますけれども、帰りの

場合は一般の道路で来るということで理解していいですか。それとも本町に救急に車両の関係

がありますけども、何か不安な事態になった時に両方高速道路を利用するという事案もないと

は限らないんですけれども、そこら辺のマニュアルというのはあるのでしょうか。 

 

○堀川委員長 
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 分署長。 

 

○消防分署長（岡崎亨君) 

 まず高速道路の利用料につきましては、救急搬送については無料となっておりますけれども、

帰ってくる部分、人を乗せていない救急搬送以外の部分には、一般車両という扱いになりますか

ら有料になります。またその救急搬送における考え方の中で、長距離搬送につきましては陸路に

よる救急搬送ではなく、防災ヘリ。こういったようなところが、やはり傷病者にとっても一番効

率的なのかなというところで、その管内から飛び出る部分につきましては、確実に防災ヘリ。こ

ういったようなところを繋いでまいりたい、このように考えているところでございます。 

 

○堀川委員長 

 よろしいですか。その他、質問漏れはありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ、ここで説明員交代となります。ここで 11 時まで休憩とします。 

 

休憩  午前 10時 46分 

 再開  午前 11 時 00 分 

 

○堀川委員長 

 休憩を解いて一般会計の歳出から審査を始めます。 

 清里町一般会計歳入歳出決算書の 27 ページをお開きください。 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費、27ページ。ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 続いて２款総務費、１項給与費、１目職員給与費、27ページから 28ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 続いて２項総務管理費、１目一般管理費、28から 31ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 委託料の不用額の要因を具体的に。きっとふるさと寄附金の業務委託料の不用額が主たる要

因だと思うんですけど、その内容について具体的に御説明願います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 きっと業務の量の増減ではないかというふうに思いますので、後でよろしいです。関連する部

分でありますので。それで昨日も一般質問等の中にありましたけども、当該年度の寄附金返礼の

具体的な町内調達の実態。そこを再度御説明いただきたい。特に「さとふる」「ふるチョイ」２

つにサイトを分けながらいった、それぞれの実績含めた部分で。町内調達と２つのサイトを使い

ながらやった部分について、どちらがどれだけのそういった形の中で執行されているのか。まず

全体的な委託準備、ふるさと寄附金の業務委託事務。この中身。それぞれ何をどこに委託してい

るのか。それについて御説明をお願いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 まず最初にありました御質問でございますけれども、不用額の関係につきましては当初ふる

さと寄附金の予算額１千万見ておりました。それで寄附については幾ら入るかわからないとい

うことで、今回実績において不用額の方が生じております。後段のサイトを使ったふるさと寄附

の関係でございますが、先ほど言った通り２つのサイトを使いながら行っているところでござ

いまして、現在約 30、29 品目ということで返礼品の方、今載せている状況で対応していると

ころでございます。「さとふる」と、「ふるさとチョイス」の内訳については、手元に資料があり

ませんので、答弁については、また後程にさせていただきたいというふうに思っております。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 昨日の一般質問の中で答弁の中にありましたけれども、町内調達品のそれぞれの比率という

形の中で、昨日の答弁の中では、じゃがいもと玉ねぎのセットが一番で、後は玉ちゃんまんが２

番目くらい。３番目ぐらいがじゃがいも焼酎という実績的なお話がありまして、具体的なそれぞ

れの返礼品の割合、金額というものをご説明願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 これも後ほど整理をして、休憩時間でも結構です。実績は昨日の町長等の答弁の中で６割とか

７割というお話もされていましたので。後ほど休憩時間でも資料で提示いただければ、それで結

構です。逆に聞きたかったのは、その委託して、「さとふる」や「ふるチョイ」という形でこれ

も昨日お話があったんですけれども、現実的に今じゃがいもが収穫されている、玉ねぎが収穫さ

れているという中において、返戻金のサイトが期間中ではないという表示が出たり、多くの物で

すね。さらにあるサイト、どちらのサイトかわかりませんけれども、２つのうち１つはじゃがい
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も焼酎の２本セットも期間外になっていたりとか。現実的にサイトの管理だとか、そこはどこが

責任を持ってやっているのかというのが非常に、逆に一般的にいけば、１番多いじゃがいもとか

玉ねぎというものが、きちんと返礼品としてあるならば、基本的に行くと収穫時期は明らかなわ

けですから、１ヶ月前、２ヶ月前からそういったサイトをきちっと立ち上げて準備をして、速や

かに収穫があれば送られていくというのは当り前な話で、そういった業務の管理は１次的２次

的、どこが責任持ってしっかりとやっているのか。見えない部分が。直接町がやっているのか、

１次委託をどこかにして、２次委託が「ふるチョイ」や「さとふる」なのか。具体的なその仕組

みを是非この際、従来の説明があったのではないかと思いますけれども、確認をさせていただき

たいと思いますが。 

 

○堀川委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの返礼品の関係でございますが、基本的にはサイトを運営している業者から観光協

会なり、その返礼品を扱っているところとやり取りをしまして、そこの方できちんと対応してい

ただいているということで、その委託業者の方で対応をしていただいているということでござ

います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 正確に確認したいんですけれども、ふるさと寄附金の業務委託の１次委託、親受けはどこなん

ですか。２次受けでサイトの会社が運営しているのか、１次の町からの直接の委託先は今の課長

の説明は、観光協会というふうに理解していいのか。そこら辺の元請け。それから下請けと言い

ますか２次受託。その辺の中身について、人事異動で変わったばかりで企画政策課長がわからな

ければ前担当した副町長でも構いませんので、具体的な仕組みについて御説明願います。 

 

○堀川委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 すみません。先ほどの説明で、不備というか間違いといいますか、わからない部分があったん

ですけれども。１次的な部分については町の方から委託についてはサイトの運営のそこのとこ

ろに委託をしまして、委託業者の方と観光協会等ですね、取り扱っている所と連絡するというこ

とで、元請けについては町がサイトを運営しているところと契約の方を結んでいるところでご

ざいます。 

 

○堀川委員長 
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 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 今の質問でございますけれども、ご承知のとおり、寄附をされる方々については「さとふる」

のサイトだとか「ふるさとチョイス」のサイトを見て寄附をされるということでありますから、

そういった寄附の最初の受付のところは「さとふる」なり「ふるさとチョイス」ということであ

ります。古谷議員の御質問でありますけども、その業者を誰がどう決めるのかというような部分

もあったかというふうに思いますけども、例えば今じゃがいもの管理というんですか、じゃがい

もをどこが運営しているかというのは、観光協会。今、申し上げましたとおり、観光協会が運営

している。ではじゃがいも、どこがやってもらうのかという１番最初の部分については清里、町

ですね。農協やいろんなところとお話しをさせていただいて、観光協会が手を挙げていただいた

というところで、じゃがいもについては、今は観光協会さんの方でお願いをしているということ

で、返礼品のどこが受け持つかという部分については、町とその受け持っていただける所と話し

合うということで、ご理解を頂きたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 言っている意味がほとんどわからないんですけれども、まず聞きますが、ふるさと寄附金の業

務委託料の支払い先はどこなんですか、契約先は。個別的な業務。どこなんですか。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 町からの業務委託料の支払い先につきましては、「ふるさとチョイス」だったり、「さとふる」

ということで委託料の方を支払っているところでございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 直接的なサイトの委託料はそのサイト運営会社がやっている。したがって観光協会はどうい

う立ち位置でそれを取り扱っているんですか。今言ったような「ふるさとチョイス」や「さとふ

る」から逆委託を受けているんですか。それとも違った形で観光協会の業務にある一般的な業務

の一環として町から委託している全般的な業務の中にそういったお金も含めて観光協会がふる

さとチョイスの２つのサイトと協働しながら事業としてやっている。そして今先ほど副町長は、

その農協ですとか具体的な業者でしょうか。仕入れ業者の部分において、協議をして云々とい

う、それはどこが最終的に今言ったように運営ですから。当然、協力し合って情報共有しながら
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やるんですけど、その責任だとかその辺どういうふうに役割分担されているか、明確に仕組みと

して理解しがたい部分があって。その辺の整理をしてもう一度説明頂けませんか。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 大変申し訳ありません。後ほど整理させていただきまして、答弁させていただきたいと思いま

すのでご了承ください。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 よろしいです。本当に細かい話で申し訳ないですけど、昨日の一般質問の経過の中でもあった

通り、ふるさと寄附金制度を地域活性化にどう結ぶのかという形の中で、なかなか隘路でありな

がら他町村と比較すると伸びがないだとか、非常に苦戦して。どういう在り方が良いのか。本来

的なふるさと納税の在り方がどうなのかという議論も町長、本音では思ってらっしゃると思い

ます。私もどうかというふうに本音では思っていますので。ただ現実的にそれをやるという形の

中で施策展開している以上は、やっぱりしっかり運営管理していくという責任がある。特に今言

ったように事務的な内部においても、その辺の役割分担や機能というのが構築がきちんと見え

ていないという状況。それから昨日の一般質問の中にあった通り、現実的にサイトが止まって、

あるべきものがきちんとサイトから発信されていないという状況。それを考えた時に、やはりも

う１回しっかりとその辺の仕組み構築というものを事務的にも処理される必要があるし、やは

り管理・監督・運営の責任というのを明確にしながらやっていくということが、他の業務全般に

通底する課題ではないか。このように考えるわけであって、担当課長ではなくて、町長もしく副

町長の答弁を求めたいと思います。具体的な先ほど言った後でと言ったのは、もう全然構いませ

んので休憩中に整理した資料をこの決算委員会の期間中に提示していただければ、それで結構

だと思いますのでその辺の考え方について、ぜひ答弁をお願いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 ふるさと納税の関係につきましては、御承知の通り、ただ今は「さとふる」という仲介業者。

それから「ふるさとチョイス」という仲介業者に業務委託をしているところでございます。それ

ぞれ入る部分につきましてはユーザーの方々は「ふるさとチョイス」「さとふる」の中から入っ

ていただいて商品を選んで、その商品を返礼を受けるという。 

 

○古谷委員 
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 そういった前段というのは十分理解していますので、具体的に仕組みとか、そういった形をど

ういうふうに管理・運営して行くのかという、考え方について説明をいただきたいと言っている

だけであって。 

 

○堀川委員長 

 ふるさと納税に対する町としての考え方という質問ですので、よろしくお願いします。副町

長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 「さとふる」や「ふるさとチョイス」と常に連携を取ってやっていっておりますし、先ほどお

話があったサイトを見て、その欠品が出ているとか、そういったところも随時チェックをしなけ

ればならないというふうに思っておりますので、そういったチェックもしながら仲介業者であ

る「さとふる」、「ふるさとチョイス」とも十分に常にチェック機能を果たしながら、機能がしっ

かりと機能するように町もしっかりと指導・監督をしていきたいと思っております。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に基本的な話なので、委託業務ですとか、関係の機関だとか複数にわたる前に事務執行、

事業執行をやる側についてはどういった役割と、どういった責任だとか運営管理は誰がどうい

う形の中でやっていくかというのを、常にある一定の仕組みの中で機能させなければいけない

というのが当たり前の姿であるというふうに私は考えるわけです。ところが、そういったことが

事実としてされていないとするならば、やはりどこかに今ある仕組みの運用の仕方、運営、管理

の仕方に瑕疵とは言いませんけど見落としがあったり、十分ではないものが存在するというの

は事実ではないか。それをきちんと修正していくということ自体がやはり必要じゃないか。 

 その辺について、ある意味ではふるさと納税制度そのものが国、総務省が地方活性化とか、そ

ういった視点で打ち上げてきて、現在見直しをかけている大きな１つのトピックになっている

ものであって、そういったものが町のホームページからもリンクしていく。そういった状況の中

において、しっかりとある一定の責任を持って管理していく。運営していく。業者に委託したか

らそれで終わりではないということは当たり前の話であって、そこをしっかり自覚していくこ

とが必要ではないか。このように考えておりますので今後の新年度等、現在がそういった状況で

すから既に今年度のふるさと寄附も動いているわけですから、そういった姿勢を持って、施策事

業に向き合っていただきたい、このように思います。 

 

○堀川委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 先ほども申し上げました通り、仲介業者とは常に連携を取ると。それからしっかりとチェック
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機能を果たしていくということでございますし、それぞれ町内で出品していただくものについ

ても、そういった方々とも連携を取って欠品等々がないように、そういったことも含めて常に目

配りをしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思っておりま

す。 

 

○堀川委員長 

 それでは、先ほどの古谷委員からの質問に対する、後ほどということについては、資料と説明

をよろしくお願いしたいと思います。その他、ございませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 29 ページ、臨時職員雇用事業費なんですが、臨時職員賃金で 919 万２千円。30 年度の予

算の方では１千 26 万７千円。この時質問していると思うんですが、臨時職員、常勤で 25名と

いう説明を受けたつもりでございます。その中で賃金が 110 万程度決算で下がっているわけで

すけれども、これは単純に 25 名使わなかったというイメージでよろしいんでしょうか。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 臨時職員の雇用数につきましては、30年度の実績といたしましては常勤・非常勤合わせまし

て 82 名雇用しております。その中にはパートも含まれますので、その分の実数の中で残が生じ

たというふうにご理解頂ければと思います。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 申し訳ないんですけど、もう少し詳しくというか僕の聞き方もちょっと変なのかもしれませ

んけれども、実際に残が生じたというのは具体的に、なぜ残が生じたのかということを説明して

いただきたいんですけど。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 予算額に対しまして実際の業務では使わなかった部分が発生したということだと理解いただ

きたいです。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤副委員長 

 予算ですからそれはわかるんですが、その使わなかったという実質発生しなかったというの

は、ちなみにどのような業務だったんですか。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 先ほどの答弁と少し変わりますが、30 年度で当初予定していた臨時職員の方に関しまして

は、ほぼ予算どおり執行されております。それ以外で総務の方で持っています突発的な臨時職員

に対する費用という部分が残を生じたということで御理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤副委員長 

 よろしいです。 

 

○堀川委員長 

 よろしいですか。その他、ありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 新しい制度の関係で、ページでいきますと 30 ページの会計年度任用職員制度導入に向けた

支援事業費という形の中で、委託で制度設計を昨年度しっかり行われていると思います。その考

え方として、条例化ということを前提に、令和２年からの制度運用ですから、その準備にかから

れている。30 年度にそういった委託事業をやって、その成果をもらって、それに伴う分の制度

の整理を行い、さらに条例化という段取りに入っていると思いますし、加えて言えばもうすでに

令和２年目前、制度運用が目前に入っている形の中で、全体的な新規職員を採用の関係がもう既

に始まるでしょうし、新しい職員体制、もう１つあるのはここ２、３年のうちに、かなり大量の

定年退職者が出てき、再任用制度の運用を今後どうやっていくのかという考え方も並行しなが

ら、仕組みとして構築して行くって形になろうかというふうに考えるわけなんですけども、現

在、昭和 30 年度に委託の中で制度設計の準備を始めたこの会計年度任用職員制度というもの

を具体的にどのように運用されていていくという考え方なのか、あわせて条例化をどの段階で

どのような形の中で行っていくのか。現時点で答弁できる範疇で結構ですけれども、ご説明を願

いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 会計年度職員の任命数につきましては、令和２年４月からの実施ということで、この部分につ

きましては、例規整備の部分で予算を支出させていただきました。今後につきましては、今目標
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としていますのは 12 月の定例会に間に合わすように、条例等の作成の方を進めているのが現

状でございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 12 月でギリギリ間に合うのかなと思うわけなんですけれども、人事制度、新しい人事の仕組

みという形も含めて新規採用職員の関係も含めて出てくる。さらにそれを新しく出てくる会計

年度任用職員制度。どこに当てはめていくのか。具体的な方向性、その程度はもう既に整理され

ているというふうに思うのですが、その辺の考え方を明示いただきたいと思いますが。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 まず、現在の考えといたしましては、会計年度任用につきましては現在まで雇用していた臨時

職員の身分の部分に関しまして、今までと同じかもう少し違った形での採用。もしくは再任用職

員を含めた形の中で人員を確保していかなければなりませんので、まだ具体的にこうというお

話はできませんけど、今までは単なる臨時職員として一般事務職、技術職として雇用してみたも

のをもう少し違った形での配置を行い、それに合わせて再任用もしくは新たな新規採用を加え

ていくというような考えで進めております。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 総務課長も変わったばかりで、なかなか制度の運用について、なかなか掴み切れないところが

あろうかと思うんですけれども、今回の新たな制度というのは、従来の臨時職員制度、６ヶ月任

用の再延長というような形。これは昨年、一昨年の委員会審議の中においても論議されてきたこ

とであって、全体的な職員定数管理の中で非常に厳しい人数の中で頑張りながら仕事をやって

いる。そういった中であわせて臨時職員に対する比重が非常に高くなってきている。そういった

中で身分の不安定性をなくしながら安心して働いていただく環境を作っていく。これはうちの

町だけではなくて国全体の制度として地方公務員制度における新たな会計年度という形の中

で、そういった安定した仕組みというものを多少ですね、これは本来良いかどうかというのは、

私は疑問があるわけなんですけれども、やっていこうって方向の中で来ているわけであって、や

はり今の現段階において、まだこれから検討していくということでは、これは非常に昨年なんの

ために多額の委託費を出し、支出し、仕組みをきちんと勉強し、制度構築をやっていくという形

の中で、ある程度これは消化されていなければいけない状況でなければならないというふうに

私自身は感じる訳なんですけども、そういったところに対する認識というのはどのように町当
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局はお持ちになっているのか。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 おっしゃられるとおりですね、これから先ほど私申しました 12月の議会提案となると、かな

りの短い時間でのタイトなことだと思いますけど、残されたこの期間の中で何とかより良いも

のになるように提案させていただきたい、努力させていただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 はい。十分理解させていただきました。ただ申し上げておきたいのは、やはり新しい制度を運

用していく。そして今言ったように臨時職員の皆さんの身分。雇用の形態。これを安定化させて

いってその反映として町民皆さんにしっかりとした住民サービスを提供していくという基本的

な考え方が柱にあると思いますので、そこをどの職種に。非常に難しいのは、具体的に申し上げ

ますと、それは保育所の保育士さんたちなのか、役場の中で働いている事務職なのか。どこにこ

れを運用することによって効率的で、しかも働く方の安定性をきちんと求めた中において住民

サービスの向上に繋がっていくのか。はっきりこの制度の目標とか目的を念頭に入れて人事管

理やって行くというのが本来の姿だと思いますので、できれば早い時期に常任委員会等に、その

方向性を明示いただければ大変ありがたい。その場でまた今申し上げたことをそれぞれの立場

の中で議論させいただきたいと思いますので答弁は求めませんので、しっかりとその対応を行

っていただきたいと存じます。 

 

○堀川委員長  

その他、ございませんか。なければ次行きます。２目財産管理費、３目地籍管理費を一括で。

31 ページから 33ページ。前中委員。 

 

○前中委員 

 財産管理費における各種費用の中で特殊建築物定期報告書という費用、定期報告になると思

いますけども、本町において、ここに緑清荘・パパスがありまして、緑温泉はする、しないとい

う判断はちょっとわかりませんけど、この特殊建築物定期検査報告書を受ける公共財、本町に今

どれだけあるか。まずお聞かせ願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 
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 特殊建築物定期調査につきましては、平成 30 年度にはパパスランドと緑清荘を行っており

ます。この部分で建築基準法に基づいた調査ですが、当町の対象となる建物といたしましては、

パパスと緑清荘の他に、町民会館、札弦センター、保健福祉総合センター、生涯学習総合センタ

ー、この６ヶ所が当町による対象物件となっております。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ６ヶ所ということでありますけれども、毎年受けるだとか隔年検査という括りもあると思う

んですけれども、検査料は定期報告書になると思うんですけれども、この金額の根拠というの

が、これ建物の平米数なり、ある程度の基本的な料金設定になっているのかなと思いまして、そ

ういった部分でここの受けている業者さんと言いますか、そこは全ての建物定期報告書は１社

で受けているという認識で間違いありませんか。 

 

○堀川委員長  

 課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 実際行っていますのは、設計した建築会社との契約によって、１社で実施しております。 

 

○堀川委員長 

 前中議員。 

 

○前中委員 

 これは設計されていない事業所でも検査の対応は可能と思うんですけれども、要するに建物

の面積に対して料金体系が違うと思いますから。例えば本来であれば緑温泉も公共性の高い一

般の人が利用するという部分では同じように特殊建築物定期報告書、これを受けなければなら

ないのかなと思ったんですよ。ただし、そこに建物の占有比率だとか大きさによっては、３年の

定期検査でいいですよ。１年ですよという括りがあるのかなと思ったんで、そこら辺の指摘を今

ここでしているんですけれども。これを今、設計業者さんに全部丸投げでやっているということ

は、本来やはりこういうところも、しっかりと全体の見直しの中でどうなんだと。入札行為では

できないのかと。というのを疑問に思ったんですけど。 

 

○堀川委員長  

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 調査する資格者につきましては、建築士の資格を持った以外に、特殊建築物の調査設計資格者

の資格を有したものとなっておりまして、設計した業者を限定したものではございません。ただ
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し、現実的な部分から考えますと実際建築した業者の方が、その建物に対する知識というのが全

く関係ない業者に比べるとかなり深いものでございますので、その分で同じ業者が調査した方

がより正確な診断が得られるという判断のもと、設計した業者を指名して入札、見積り合わせを

行っております。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 見積り合わせをしているということなんですか。一般的な定期報告業務に関して、かなりこの

提示されている金額というのは高額なイメージがあるんですよ。正直なところ。だから他の民間

ベースでこれだけの特殊定期検査。多分毎年だと思います。これからずっと。緑清荘とパパスラ

ンド、この２つ合わせただけでも 120万円か 100 万。要するに今言ったように設計上の価値

があるかないかを、外部から見て検査するだとか、もっと高度になれば赤外線をやるとか、そう

いう話になのかと思うんですけども、そこら辺もう一度、設計された事業所に全部丸投げって話

なんですが、丸投げという言葉はよくないですね。一応しっかりとした設計書を持っていると理

解しているということで、そこら辺の確認と。もし学校だとかは同じように特殊建築物定期報告

書は免除されているというか、しなくていいということになっているんですか。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 学校の部分をお答えしますと、学校に関しましては３階以上の建物という要件がございます

ので、その分で当町の方は対象外となっております。それと、この委託料の中身に関しまして

は、実際何をやるのかという部分につきましては、換気、照度、明るさの測定。それが防火設備

の点検が含まれている部分で、その中に含まれる人件費と計測機器を使いますので、その分の経

費というふうに御理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ３階以上という部分が出たんですけれども、財産管理の部分なんですけど、ケアハウスも今後

この形で特殊建物定期報告書を作成するということで理解していいんですね。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 
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 今お答えしました３階以上は体育館、学校に属するものという部分で３階でありまして、ケア

ハウス等の用途になりますとどういう要件が対象となるか、今正確にお答えすることはできま

せんが、後ほど。 

 

○前中委員 

 はい、わかりました。 

 

○堀川委員長 

 よろしいですか。その他、ございますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 適正な価格化というところをやはりもう一度精査していただきたい。個別案件で例えばエレ

ベーターの保守点検だとか細部にわたっての積み合わせで定期報告書が提出なのかなと思った

ものですから。一概にここで変動幅が毎年、ある程度変わってくるのかなと思ったものですか

ら。単純に定期報告書だから、もう一括で作れないのかなという、内心的にはそういう部分があ

ったものですから。そこら辺ももう一度改めて精査というか、後日でもいいですから説明してい

ただければと思います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 昨年、今年に関しましては建物ごと、というふうに考えて執行させていただいておりますが、

今委員おっしゃられたことも十分検討させていただきたいと思っております。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 32 ページの子ども子育て基金の積立金の関係について御質問申し上げたいと思います。歳入

の基金のところでも聞こうかなと思ったんですが、こちらの方がわかりやすいという形の中で。

現在、基金残高 30年度末決算で１億３千なにがしなんですけれども、30年度中の積み立てが

支出の関係である通り、380 万４千なにがし。指標が６千 400 万という形の中で、今後この

基金を充当している事業が毎年次進んでいくならば、当然基金が残高がなくなる。およそ２年で

なくなるというのは明らかなわけで、特定基金のための原資としては６月で補正された太陽光

の 400 万。令和元年度。今年の実績は 300。ふるさと寄附は子育て支援に入れられているか

どうかわかりませんけれども、実態的にはそういった形で。現実的に原資のない基金。繰越金を

特定目的として使っていくという形の中での基金条例の考え方なのか、一般財源を当初予算の

中に組み込んで、決算上はそういう形ではありませんから、太陽光の発電売電のものしか入れて

いないと思うんですけども、どういう仕組みの中で、これは長期的運用していくのかという考え
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方を持っておられるのか。ここで確認しておきたいと思います。 

 さらにもう１つ言うならば一般財源を入れたりとか、繰越財源を入れるなら、財政調整基金で

十分じゃないか。あえて子ども基金というふうに一般財源を歳入として今後この基金を枯渇し

ないように補填していくならば、何ら意味はないんじゃないか。一般的に他町村でやられている

形については、ふるさと寄附等で多額な寄附金があった場合については、そういったものを入れ

ていきますという中で、億単位で入れている町村もあるようですけれども、そういった特定の原

資がしっかりと担保できる形の中で基金運用されている形ですが、どうもうちの町は違って太

陽光の 400 万弱くらいしかなくて、あとは繰越金。さらには一般財源の中で充当していく。そ

ういう考え方なのか行政施策目的という形の中でそれは明確化するために考えているのか、そ

の辺の財政運用上の考え方をもう１回確認させていただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問でございますが、基本的に子ども子育て基金。ここの決算額については 380

万４千円ということで、これについては当初の段階から太陽光を設置し、その売電収入を子ども

子育て基金の方に繰入れをしながら制度を運用していくということで、ここに載せられた数字

が平成 30 年度では売電収入としての積み立てになったということであります。後段の御質問

の中の子ども子育て基金、あえて別枠で設けないで財政調整基金の中でもやれるんではないか。

その通りだと思います。現実的に。ただ私の方針として子ども子育ての考え方を明らかにしてい

くという形の中で、当初の段階から基金を造成し、基本的に制度としては５年間での運用をして

いこうと。そして５年後、どういうふうにまた制度の再構築をしていくかという部分を含めなが

ら、やってきたという部分でありましてお金に色がついているわけではないものですから、極端

に言えば委員おっしゃられるように、財政調整基金でも十分にやり切ることはできるわけです

が、ただ、何回もくどいようですが制度としての明確性、方向性をしっかり住民の皆さんにも、

こうやって頑張っているぞというところを表していきたいというような意味合いも含めた中

で、今回こういう制度の中で運用してきているということでありますので、ご理解をいただきた

いというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今町長が述べた通り、そういった公約もしくは政策的な目玉として重点事業として、そこを明

確化してきて担保していきながら、ある一定の中長期的な形の中で子育てに重点化していくん

だということを明示するという方向性の中で整理された。ただ、今町長がおっしゃった通り、極

めて年間の指標額が約 6千 400 万、30 年度決算上あるところが原資として特定原資としてあ

るものは 400万弱であるという、アンバランス性があるという事も事実であって財政上、今お

金に色がついてないと言った通り、財調でもなんでも構わないわけですけれども、ただやはりそ
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こはどうあるべきなのかということを、もう 1 回このままスルーするのではなく、一つ一つき

ちんと評価・点検しながらやっていただくというのが必要ではないか。そういった認識に立ちま

すので今後の見直しの中であるべき姿ということを再点検、ぜひ取り組んでいただきたい、この

ように考えます。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問でございますけれども、基本的に当初 2 億、別枠で積み上げたということ

で、その部分での指標基金として今運用しているわけで、５年間で基本的に単純に言えば５年間

で４千万円ずつで２億になりますので、ちょうど５年事業になるのかなと。ただ太陽光が入って

きていますから、その部分は少し上乗せ。現実的な運用としては毎年４千数百万の運用をしてい

っているという状況で、あと１年で５年なのかな、そんなこともありますので改めてまた制度の

構築に当たってそういうやり方をとるのか、また先ほどおっしゃられたように財政調整基金の

そのままを運用していくか、別立てをやるか、また制度について議会とも十分相談をしていきた

いなというふうに思っておりますが、私としては今の制度、子ども子育てということで明確にし

て財源を担保したわけでありますので、それが継続できればいいかなというふうには思ってお

りますけども、改めてどのような形にするか相談をしながら進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございますか。伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 33 ページ。緑温泉管理運営事業費等々に関わってくる確認という形で話させていただきたい

のですが、平成 30年度の予算の時に、緑温泉ですとか今はパパスさんもそうなのか、はっきり

わからないですが、ほぐし屋さんが入って色々営業活動を行っているという話の中で、指定管理

されている施設の中において、町が関与していないものがそこで営業行為を行っているのに対

して駄目だとは言いませんが、その施設の利用料を取っているんですかという質問があったと

思います。その後、その時は明確なデータがないということで報告はなかったわけですけれど

も、その後報告しますという中で、私が忘れているかもしれないんですが、常任委員会であった

かもしれないですけれども、その辺が自分の中であやふやになっているものですから、そこの部

分はどうなったのかちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 現在で行きましたら、緑の湯では、ほぐし屋さんがまだいらっしゃるそうで、その部分に関し
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ます使用料を緑の湯の方で取っているかどうかにつきましては、今確認できませんので、後ほど

お答えさせていただきます。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 そんなに強く言うつもりはないんですけれども、平成 30 年の予算の時なので１年半経って

いるわけで、その予算の時に調べて報告いたしますというのが、この１年半やっていなかったと

いうことになってしまいますので、言葉は悪いかもしれないですが、怠慢ではないのかなと思い

ますので、その辺きっちりしていただきたいなと思っています。今、課長おっしゃられた通り、

現段階で報告はいらないので後ほど必ずどういうような形で利用料を取っているのか、その金

額はどれくらいのものなのかというものをきっちりお聞かせ願いたいと思っております。 

 

○堀川委員長 

 後ほどの報告をお願いします。その他、ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員  

 １点だけ、財産管理で学校閉校後の緑地域における住宅ですか。今回ふるさと支援員さんがい

らしたんですけれども、今後のその方向性の中で多分体験住宅の整備をして何戸かある住宅、単

身者向けの住宅もあれば、支援員が入っている旧公宅があるんですけれども、町管理ということ

で理解して間違いありませんよね。 

 

○堀川委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 町の方で管理しております。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今後に向けて財産の活用って間違いなく出てくるんですけども、聞くところによると元の教

員住宅、そこを同じような形で今利用されている方がいる。お試し住宅なのかわからないんです

けども。そこら辺どのような形になっているかだけ、お聞かせ願います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君) 

 校舎と道路を挟んで反対側にある二軒長屋の方の１軒はお試し住宅として、今１軒使用して

おります。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 これは観光協会に貸し付けということで理解していいですか。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 そのとおりでございます。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ここら辺は、また普通どおりの賃貸借というか。そういう料金設定なのか通年での借り上げな

のか。それともう１点、公宅の部分。今途中で退去されているから、どうするこうするじゃない

ですけれども、仮にその財産として売買だとか今後の中で出るかもしれませんけども、そういう

要望だとかが出た場合は、行政として可能なのかどうなのか。そこら辺もあわせてちょっとお願

いします。 

 

○堀川委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 料金体系につきまして規定に基づいた月払いということで、運用スタートが確か４月かな。月

払いで観光協会等収入を得ているということでご理解いただきたいと思いますし、元地域おこ

し協力隊の住んでいた住宅については、今空き家というふうになっておりますので、今後も例え

ばお試し住宅の実績も踏まえて他の用途も踏まえて十分に検討してまいりたいというふうに思

います。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 
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 あの住宅自体、かなり空き家になっていた経過がありまして、かなりそれに対する修繕があっ

たのかなと思いまして、そういった兼ね合いでそういうものがあったのか、なかったのか。かな

り結構期間的に空いた期間があったのかなと思いますから。問題はなかったんでしょうか、あの

住宅。 

 

○堀川委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 私、前任の課長でしたのでお答えさせていただきますけれども、道路を挟んだ今のお試し住宅

につきましては、基本的に内装等々についてはあまりいじっておりません。そのまま使っていた

だいている状況です。地域おこし協力隊が入っていただいた住宅については、最低限の修繕をし

て使っていただいたということでありまして、両方の住宅についても決して豪華ということで

はありませんけれども、普通に生活する部分については問題ないのかなというふうに判断をし

ています。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今後に向けて公有財産というか管理財産として活用していくという理解でよろしいですね。 

 

○堀川委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 あそこ全体がなかなか古い住宅もございますし、元校長住宅以外にも１軒２軒使えそうな住

宅もございます。ただし、あそこのエリアはエリアですので、分筆ということがなかなか難しい

のかなというような部分もございますし、色んな部分で今後の緑の部分もございますし、十分に

検討してまいりたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 なぜこのような質疑をするかというと、やはり緑地域の活性化の中でそこの学校の当時の教

員住宅の活用なりを今後の展開の中で住宅として活用したいという話も現実ありました。やは

りそういった部分で移住者定住向けで売買が可能なのかどうなのかわかりませんけど、地元で

もどうなんだと。例えば校長宅の活用ができないのかっていう話も現にあったと聞いています

し、これはあったというだけの話で。ただ、そこに老朽化した教員住宅もそこは解体しなければ
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ならない。そこは完全にすみ分けをしながら、すみ分けと言ったら言葉が悪いですけれども利活

用できるものはしっかりと利活用しながら、空白の期間をあけないでスムーズな財産管理を。転

売なら完全に所得権は譲渡者にわたるわけですから、なるべくそういう形の中で、公共財産の管

理・運営進めていかなければ、だんだん朽ちるものばかりですからね。 

 色んな意味で、その有効性の中でタイムリーにやっていくという手法。これは今、学校の教員

住宅ということで江南は確か町管理になりながら民間の人に売買した経緯があります。新栄小

学校も町有財産になった中で解体する方向でという話はありますけども。それはさておきなが

ら、光岳も同じような問題が出てきますからそこら辺の財産管理、今後に向けて同じようにしっ

かりと精査しながら取り進めて行って欲しいという部分がありますので、そこら辺もあわせて

今の方向性だけ確認したいと思いますので、ご答弁よろしくお願いします。 

 

○堀川委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 今後の方向性でありますけど、まだ正直な話、今の住宅をどうするかと。緑の住宅をどうする

かというような部分はございませんけども、前中議員おっしゃられた通り、色んな緑地域の方か

らの御意見もありますし、この活性化の中で出た御意見もありますので、そういった部分も参考

にしながら今後どうしていくのかという方向性をなるべく早い段階で導き出して行きたいとい

うふうに思っております。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今後の方向性の中で、緑地域における部分でこれから、今この場ではどうかわかりませんけど

も、やはり地域の特性、１次産業でも特に種芋団地という形で今そういう農家がおられます。大

きな展開の中で今後の農業情勢をいろんな考え方の法人化という形が考えられるのかなと。生

産者の。そういった時に色んな意味で移住定住じゃないですけど、雇用のチャンネル、これは色

んな部分で大都会に行きながら１次産業の現場で働きたいという部分での人が例えば入ってく

ると。法人になればきっちりとした社会保障、従業員として採用する。そういった時に必ず問題

は住居の問題が出てきますから。 

 これは私もそうですけど、必ず住宅をどうするという問題。そういった時にある程度の公有財

産の売買なりという事案が出てきたときに、そこらがスムーズにソフトランディングできるよ

うな仕組み。ここはなかなか難しいですね。貸し付けは可能でしょうけれども、売買となると色

んな制度上の問題がありますから、ゆくゆくは、そういう形がもし本当に起こってきた時の準備

段階ですけども、そこら辺も踏まえて同じように町として対応できるようにお願いしたいと思

います。 

 

○堀川委員長 
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 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 今いただいた御意見等含めながら精査してまいりたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございますか。なければ審査の途中ですけれども、昼食のための休憩に入りたいと思

います。午後１時から再開したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

休憩  午前 11時 56分 

再開  午後  １時 00分 

 

○堀川委員長  

それでは、休憩を解いて審査を始めます。総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

先ほどご質問いただいた件につきまして調べましたので、その分についてお答えしたいと思

います。まず１点目、前中委員からありました特定建築物の調査について、ケアハウスは対象に

なるかどうかという部分ですが、ケアハウスにつきましても要件といたしまして児童福祉施設

等の中に含まれて、来年度から令和２年度から対象物件になるということです。 

もう１点、伊藤委員の方からありました、緑の湯で行われている、ほぐし屋さんの料金の関係

ですが、緑の湯については使用料をいただいているそうです。それと、先ほど私、緑の湯はとい

うふうにお答えしましたが、その後の調査でパパスにつきましても現在でも不定期で来ている

そうで、その分についても有料で行っているというお話でした。 

  

○堀川委員長  

それでは、審査を続けていきたいと思います。４目広報費、33 から 34ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。５目自治振興費、34から 35 ページ。岡本委員。 

 

○岡本委員  

35ページの地域活動推進事業費の中で、まちづくり推進協議会、春のごみゼロ運動で計画 50

万が上がっていて、実質 2 万３千円しか動いていないんですけども、何のお金なのかを。 

 

○堀川委員長  

まちづくり運動推進協議会費、計画 50万のところ、実績２万３千円となっていますが、この

理由はということです。企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

まちづくり運動推進協議会の関係でございますが、実績が２万３千円ということで、平成 30

年度におきましては、住民大会の方を実施しなかったということで、残額が生じているところで

ございます。 

 

○堀川委員長  

よろしいですか。その他、ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

まちづくり住民大会、今お話しあった通り、休止してある一定の区切りをつけていくという方

向性の中で整理されたわけなんですけれども、非常に長い歴史があった中で一定の期間的な時

間が流れる中で、次のステージへ向けて新しい取り組みをやっていこうという、前向きな部分で

の新しい取り組みを前提としていたんじゃないかなというふうに思うわけなので、従来からお

話している住民協働・共創というところを地域課題の共有化だとか、そういったものに向けてど

ういった仕組みを再構築していくのかという課題が逆に残ってきているんじゃないのか。そこ

で住民同士が学習をしていく。行政と課題を共有化していく。その運動展開をどのようにやって

いくかという部分、今後どんな形の中で町と推進協議会との協議の中において方向性を見出し

ていくのか。その辺の整理はされているかどうかそれをお伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

 今委員おっしゃった通り、まちづくり住民大会については、平成 30年度実施しなかったとい

うことで一定の区切りをつけたということで、住民大会におきましては色んなテーマをもとに

町民の人達に集まってもらいまして、課題等を共有する場ということで今まで長い間開催して

きたところでございます。住民大会が終わって、新たな方向性を求める住民協働であったり、住

民課題を求める場ということで、正直、現在は今後どのようにということは具体的なものについ

ては、まだ正直な話出ていない所ではございますが、先ほど委員おっしゃった通り町民協働、ま

ちづくりを進めていく上では、行政、町民いわゆる関係者が一体となって共通課題を認識する場

が必要と考えておりますので、今後どういう形でできるかというのは、まだ具体的なものはない

わけですけれども、十分に今後どういうことができるか検討させていただきたいというふうに

思っているところでございます。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

スクラップビルドをして行くのは当然必要ですし、一定期間経過したものをきちんと評価し

て次の課題に向けてアプローチしていく。これは当然のことだと思うんですけれども。ただ次の
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手立てが見えてこない。やはり地域がこれだけ少子高齢化していく中において、地域課題という

ものが厳然としてあるわけですけれども、それは行政と町民がどのように共通の課題化してい

くのか。同じようなレベルで、目線で、お互い協議しながらある一定の方向をしっかりと自分た

ちの共通課題化していくのかというのをその営みがなければ公的な審議会だけではいけないわ

けですし、住民も学習しますし、職員も学習する。そういった姿勢の中において全ての事業や施

策が成り立っているというのが現実だと思いますし、ある部分では町長の町政執行方針の中に

おいても花緑の事業によって住民協働・共創の事業は成熟している。私自身は確かに成熟はして

きたけれども、逆に言えばある部分では少し疲弊したり戸惑いがあったり、次のステージへ向け

ての方向性の展開がなかなか見出せない中で、今ある意味では、今一生懸命何とかしようという

意識は掲げているものの、なかなか具体的な展開が見えてこない。行政側がある一方では、後ほ

ど予算の中に出てくるでしょうけれども、新たな総合戦略の中において先行的にやっていくけ

れども、住民自身がそれをどのように受けとめているか、温度差というものを多少なりとも感じ

るという中において、その辺のまちづくり住民大会が担ってきたそのものではなくて、担ってき

た役割というのは非常に大きなものがあった。それをどのように継承して次の時代の課題の中

に展開していくかという展望は、まちづくり運動推進協議会だけではなくして、やっぱり行政も

ある一定の責任を持ちながら投げかけをしていって、施策展開して行くという方向性を見出し

ていくというのがどうしても今の時点では必要ではないか。このように考えるところですけれ

ども、そういった方向性の具体的な取り組み、今後どのように考えていきたいのか、企画政策課

長からもお話ありましたけれども、理事者の方からも、その辺の考え方もう一度示していただき

たいと思います。 

 

○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

今、古谷委員おっしゃる通り、まちづくり運動推進協議会につきましては、そもそも生活運

動、その辺りから始まって、色んな勉強会・学習会色々講演会やったわけでありますし、花と緑

と交流のまちづくり事業につきましては、総合計画の重点事業ということで、第 4 期・第５期

ということの中で、環境だとか協働だとかそういった部分の観点からも美しいまちづくり、花づ

くり、住民が協働して参画をしてきたところでありますし、さらには社会教育、いろんな分野で

住民が協働・共創の中で協力をしてきたということであります。ですから今後ともまちづくり運

動推進協議会だけではなくて、花と緑と交流のまちづくり事業もそうですし、全体的に今まさ

に、今後総合計画もスタートするところでありますから、総体的にどう住民としっかりと向き合

って行政も一緒になってやっていくと。そういったところを重点に、しっかりと総合計画の中で

も住民との連携、さらにはその意見をしっかりと聞いて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賜りたいと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 
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○古谷委員  

十分理解するところですので、その方向性をしっかりと踏まえてやって頂きたい。特に総合計

画の話がありましたけれども、それは並行しながらということであって非常にさまざまな部分

で、適時。必要な時期に必要な施策、必要な事業といった考え方でいかなければならない。何か

の計画は作るから、その計画を審議した後に固まった事業をスタートしますとか施策をスター

トするのではなくて、既に第５次の計画の中にはそういったことをきちんと謳っているわけで

すから、同時並行的にやっていく必要性がまずあるという認識に立つ。その中でその実績に重ね

て、第６次を重ねていくわけですから、そこを今６次があるから、その中で検討していくではな

くして、５次の中でも既に謳っているわけですから。それをきちんとやり遂げた中において、次

のステージを作っていくという施策展開の考え方というものをもう１回きちんと確認していか

なければならない、このように考えておりますので、今副町長がおっしゃったような方向性、し

っかりと見出しながら展開していただきたい、このように考えます。 

 

○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

委員おっしゃる通り、今でも住民協働の中で各種事業が進められているということ。それから

今までやられていたその住民協働なり花緑の事業、まちづくり運動事業がどうだったのかとい

う反省評価をしながら実効的な事業をやりながら、それらを今後の総合計画等々にも活かして

いく。並行しながら反省評価を加えながらやっていくということで進めてまいりたいと思って

おりますので、ご理解を頂きたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長  

よろしいですか。他ありますか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長  

なければ、次行きます。６目交通安全対策費、35 ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員  

そんなに難しい話ではないんですけれども、昨日も交通安全指導員の方と色々とお話をする

機会があって、非常になり手を探すのに大変苦労されている。そうだと思うんです、確かに。皆

さん歳をとっても仕事をされている方が多かったり、なかなかやっていく方がいらっしゃらな

い。その中で国が定めた交通安全機関だけではなくして、北海道独自のですとか当町においては

これから輸送繁忙期の秋の関係が出てくるという、非常に大変だという話。それにイベントを加

えて非常に大変だという形。その中でもう１つ、教育で言えば、登下校の見守りという形を考え

た時に、交通安全だけではなく、その子供を見守り交通安全の観点から、他町では交通安全事業

とかイベントだけではなく、交通安全期間だけではなく下校時における交通安全の見守りも地

域ボランティアだとか自治会という形で、かなりきめ細かくここ近年はされているという形に

なっているのではないか。その辺の他町村の動向や新たな交通安全プラス防犯の見守りのあり
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方みたいなものを内部的に検討された経過が平成 30 年度の事業の中であるのかどうなのか。 

やはり時代の流れだとかそういった地域ボランティアのあり方だとか、いろんな仕組みとい

うものを複合的に考えていく時代じゃないのかなというふうに自分自身は考えるわけで、その

辺の交通安全指導員さんの活用という意味ではなく、もう少し違った交通安全プラスアルファ

防犯というような観点に立って、そういった新しい地域見守りやそういった仕組みというもの

を積極的に地域住民参加型でやられる。そういったことが必要じゃないか。特に下校時において

は春の新入学時の期間しか全く見られないというのが、清里における事実だと思うんですけれ

ども、そういったことも含めて検討してきた経過があるのかどうかお伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの交通安全、また防犯に係る御質問かなというふうに思います。前段ありました、交

通安全指導員につきましては先ほど言った交通安全の運動期間中、また色んなイベントまた登

下校の見守りも含めて、色んな部分で活動していただいているわけでございます。ご質問にあり

ました、下校時の関係でございます。下校時も含めた交通安全、防犯の関係でございますが、他

町でやっていることにつきましては、30年度においても色々情報等仕入れているところでござ

いますが、それ以外の交通安全・防犯としましては、教育委員会の方では、防犯の関係で防犯カ

メラの設置。また交通安全サイドとしましては、交差点に交通安全のシールを貼ったりとか、そ

ういう形で交通安全、また防犯対策上進めているところでございます。 

下校時の関係につきまして、交通安全指導員だけではなくてボランティアも含めた活用をし

て、今後必要になってくるのかなというふうに思いますが、登下校を含めて子供たちが安全に登

校または下校を出来るような方策ですね、色んな観点から考えていきたいというふうに思って

いるところでございますので御理解いただきたいなと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

今の課長の方で答弁いただきました通り、防犯・交通安全の関係からシールを貼ったりだと

か、様々な対策をされたり、最近では公園に車が突っ込んだという、道道と町道のガードを新し

く設置されたり、非常に努力されていますし、そういった中で防犯灯、カメラも含めて。やっぱ

りどうしても見守りの中ではマンパワーだとかそういったものが必要になってくるし、地域参

加型という新しい観点を、ただ単にイベントとかのための交通整理だとか、登校だけに限らず、

もうちょっと広い観点で、時代の流れの中で視点、観点の切り替えをどこかでやっていかないと

従来の事業の形態だけを踏襲していくというのは、なかなかやっぱりカバーし切れないものが

あるんじゃないのか。地域の中には我々の年代も含めて高齢者がいるわけでありますから、そう

いった方々も含めながら、地域自治会との連携だとか様々な関係団体との連携において地域全

体の交通安全防犯の見守り体制みたいなものも構築していくことも必要な時期に来ているので
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はないかな。前例踏襲主義に捉われず、新しい観点でぜひ新しい年度、今後に向けて検討を加え

ていただきたい。このように考えておりますので、そういった方向性を検討する余地があるのか

どうか再度答弁を求めたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの交通安全、それから防災対策上の関係でございます。先ほど言った通り、防犯カメ

ラですとか、いろんなシール等も含めたことを行っているわけでございますけども、先ほど言わ

れた通り、行政だけではなくて、自治会また関係機関と十分検討しながら、今後どういう形で今

までに捉われないということもお話ありました。そういうことも含めまして、子供たち・高齢者

含めて見守り活動を今後検討していきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

○堀川委員長  

その他、ありますか。なければ、次行きます。７目防災対策費、36ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長  

次、行きます。８目町有林管理費、36 から 37ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。９目総合庁舎管理費、37から 38 ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

10 目町民会館費、38 ページ。伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

町民会館管理運営事業費ということで、毎年のことなんですが、前回の予算の時もそうです

し、ずっと話はさせてもらっているんですけれども、町民会館を運営していくにあたって、もち

ろん色んな形で使われ方がありますが、基本葬儀が結構使われている。去年もそうでしたが、避

難所として使用していくという中で町民の方からもかなり要望ありました、自動販売機及び車

いす。車いすの方は早急に対応していただいて、この間も使われている方がいて、良かったなと

思って見ています。ただ自動販売機に関しても、やはり葬儀中ですとか、御遺族の方で町内の方

はよろしいですが、そうじゃない方も結構おられて、どこに買いに行っていいかわからない。夜

になると飲み物もどこに買いに行くかわからないとか、色々ずっと出ています。その部分に関し

てもそうなんですが、昨年のブラックアウトの時ですか。災害の時にも、もしあそこに災害時対

応用の自動販売機。俗に言う契約してて災害が起きた時には無料で使えると。そういうのもあり
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ますよねと話したら、もちろんそれも町の方で検討していると。今後その部分を色々と考えてい

きたいんだという話を、災害対応は去年からの話ですが、その前からもずっと自動販売機、検討

するとなっているんですけど要望はずっと町民から上がっているんですけど、その辺どのよう

に検討したのか。どのように今考えているのかお聞かせ願います。 

 

○堀川委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

自動販売機につきましては、今年設置する方向で進めております。ただ、機械につきましても

色々なタイプ、これは飲み物の種類とかではなく、色々な種類がありますので、今、機種を選定

しておりまして予定といたしましては年内に設置したいと考えております。 

 

○堀川委員長  

伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

ちょっと安心しました。いろんな種類があるという中で、先ほど私、言わせてもらいました災

害時対応のものということを検討しているということなのか、それとはまた別として、違う意味

での機種の検討ということなのか、それだけ聞かせて下さい。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

災害時対応型も含めての検討でございます。 

 

○堀川委員長  

その他、ありますか。なければ、次行きます。 

11 目支所及び出張所費、12 目札弦センター費、13 目緑センター費を一括で。38から 39

ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。14 目町民活動施設費、39 から 40 ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員  

利用実績。町民活動施設、札弦だと思うんですけれども、パークゴルフ場を含めて審議資料の

説明書の中で 75ページなんですけれども、利用実績が 1,533 名延べ利用人数となっています

が、パークゴルフ場を含めた利用人数というふうに理解していいのか。加工施設と言いますか、
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インドアだけの利用人数なのか。 

 

○堀川委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

パークゴルフ場は含めない人数ということです。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

了解しました。気になったのは、使用料収入が 21 万８千円。そして管理経費が 750 万以

上。1 人使うと大体 5 千円ぐらいの経費がかかっている。これは単純にそうはいかないという

のは十分に分かった上で言うんですけれども。別々の指定管理、運用上は道の駅と、別途施設の

方と、パークゴルフ場という形の中で分けて管理経費が出ているというふうに思うんですけれ

ども、今回どうのこうのじゃないですけれども、その利用実態だとか使い勝手、人的マンパワー

をどのように活用していくかという形で考えた時に、もう少し合理的な運営の方法があるんじ

ゃないのかなという。 

そこを使って、どちらかというと新しい産品とか特産品じゃなくして、ほぼ趣味的な個人個人

でパンを作ります、味噌を作りますですとか、そういう形の中で施設的な性格の中でいくと使わ

れているというのが実態じゃないかというふうに思いますし、陶芸をやられていたりという実

態。その中で管理の手法論というのが、今の現状のままで良いというふうに認識しているのかど

うなのか。１名の人的配置ですよね。常駐の人的配置を主体としながらパークゴルフ場の草刈

り、それは別途臨時的な職員がやっているんじゃないかと。委託しているのかもわかりませんけ

ども。 

そういった中であのエリア一体をもう少し合理的に管理していったり、またはその利用率を

向上させるだとか。さらには単に趣味的なものではなくして、何らかの形の中で生産性に結びつ

くものについて、しっかり対応を図っていくという、そういった考え方を見直しというものは、

現在までにされてきたのかどうか御答弁願います。 

 

○堀川委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

おっしゃいます通り、昨年の町民活動施設の収入といたしましては 21 万 8 千 480 円でご

ざいます。そして施設管理の方に約 500 万ほどかかっているのが現状でして、内容といたしま

しては建物の清掃、パークゴルフ場を含めた草刈り、除雪等となっております。 

この部分でパークゴルフ場の草刈りにかかる経費というものが、かなりかかっていると理解

しておりまして、金額としては当然安い金額ではないと認識しておりますけど、現状ではこの分
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必要な経費ということで計上させていただいております。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

十分理解している部分なんですけれども、私が問いたいのは現状の中において、より道の駅と

の一体的管理とか、そういった方向性や有効活用の中においてインタレストが働いていくよう

な形だとか、さらに合理的な経費の削減につながるものだとか、マンパワーが限られた中におい

て両方の施設が連携することによって、一体的管理によってそういったものがさらにサービス

が向上していくとか、そういった考え方がどこかに出てこなければ、従来型の足し算、限られた

財政において、指定管理以外の部分について施設運営管理費が増高しているのは事実ですよね。  

そういった中において、どういった方向の中でもう 1 回整理していくかという、管理運営上

の考え方というのは、やはりどこかで点検していくという必要性があるというふうに私として

は認識しているわけなんですが、その辺の考え方というのは現在お持ちなのか。 

将来的な課題で今後検討していくという回答になろうかというふうに思うんですけれども、

そういった方向性というのはどうなのか。将来に渡ってあくまでも分離した形の中において個

別的な予算措置を行っていくという考え方で今後とも踏襲していく考え方なのか。あわせてお

伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

たしか施設としては別な施設ですが、確かに道の駅と近接して共有される部分もあるのも事

実だと思いますので、今後その中で今までのやり方をこのままずっと踏襲するという意味合い

ではなくて、もしその中で合理化が図れるものがもしあるのであれば、その辺は検討の価値があ

るというふうに私は判断しております。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

全ての施設管理に言えるのですが、ある程度集約された、町であれば学習センター、保健セン

ター、診療所、ケアハウス、緑地管理、そして札弦で言えば、今言ったような 2 つの施設が隣

接している。エリア管理という考え方の中で草刈りにしてもそうでしょうし、施設の管理として

もそうでしょう。エリア管理ということをしっかりとのみ込んでやっていっているのか。昨日も

議論があったとおり臨時駐車場は夏季の繁忙期についてはどうなんだろうかとか。キャンピン

グカーの対応をどうするんだろうか。管理上の話も含めて両方の施設を一体的に管理すること

によって、合理的な管理ができるという可能性も広がっていくだとか。経費的な合理化に繋がっ
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ていくだとか。逆に言えば新しい雇用をそこに生んでいくとか。 

色んな展開の手法によっては可能性として求めることができるのではないかと考えるわけで

すけれども、その辺は現実的にはどのような対応を行ってきたのか、そしてさらに言ったような

形の中でどのような方向性を見出していく考え方があるのかどうかだけ、再度質問させていた

だきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

今までも全体的なエリアとしては指定管理のパパスさっつるの方でやられている部分。建物

の活動施設の中で町が管理している部分という中で、ある程度は合理的にやってきている部分

もありますけれども、こういった経費もかさんでいる状態であるだとか、今の働いている方とい

うか、そういった状況もありますので、今後さらに総務課長が申し上げた通り、どういった合理

的なことができるのか、パパスとどういった連携ができるのか。 

それらについても、もう 1 度さらに精査しながら経費の節減がどう図れるのかも含めて検討

という言葉を使うとあれかもしれませんけども、検討してまいりたいというふうに思いますの

でご理解をいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

決して全て合理化してという事ではないですから、そういう意味では誤解しないでいただい

て、そこで配置されている人達が有効に活用されて機能して、より高い住民サービスが行われた

り、新しい雇用が生じたり新しい付加価値がその施設から生じてくるという仕組みを作ること

の大切さということを前提にしてお話しているので、決して合理化という部分だけではないと

理解をした上で今後の検討を強く望みたいと思います。 

 

○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

古谷委員おっしゃられたとおり、その住民サービスが一番というふうに我々も考えておりま

すので、そういった住民サービスがより向上できて、さらに一緒にやるだとか、合理化という言

葉を使わせていただきますけれども図れて、今までの趣味的な機能という話も出ていますけれ

ども、新たな施設を使って何か出来ないのかとそういった部分も含めて相対的に改めて議論を

重ねていきたいと思います。 

 

○堀川委員長  
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よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員  

今、古谷委員の関連があるんですけれども。今そう言った意味で総体的にあの施設の活用法を

検討したいという答弁が今あったんですけれども、現状ではあそこの施設の和室部分、老人クラ

ブの活用とかで、かなり複数回にわたって利用されているんですね。そこは使用料という部分で

昼食をあそこでパパスさんの方から取ったりして、そこのニーズというのは札弦に関して、緑も

同じようにそういうような団らんの場所作りという部分で、広範囲の活用の方向性が現実に起

こっているんです。 

札弦の場合もそういう形で高齢者の方々が、やっぱり高齢者同士であそこに来たことによっ

て、見守りができているという実態が、もう今少しずつ醸成されていますから、このような取り

組みを今後まちづくりの中に総体的に活用するためのフォローができる部分。できない部分あ

りますけれども、しっかりそこはニーズ調査じゃないですけどれも、見極めながら施設の有効活

用、これやっぱりやっていただきたいなと。中には本当にちょっとしたもので、ご高齢ですから

もうパイプ椅子でもいいから欲しいだとか、つぶさな話がありますから。お年寄りのサロン的な

場所づくりというのは今後この町にとっても必須条項といいますか、対応していかなければな

らないので、そこら辺を含めて、これからの次に向かって実態があるということだけ、１つ認識

として押さえていただきながら、次に進んでいただければと思いますから、そういった意味もあ

るということだけ認識していただきたい。 

 

○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

前中委員のおっしゃる通り、まず１つとしてはパパスランドとの連携といいますか、御承知の

とおりパパスランドのレストランもかなり混雑している時期もありますから、そういった部分

での宴会的な活用だとか、そういった部分もあるでしょうし,そういった意味での合理化とパパ

スランドとの合理化と言う様な部分もありますし、地域住民にとっては、札弦支所とかそういっ

たところもありますし、今おっしゃられたような高齢者活動施設の和室の使い方とか、そういっ

た部分もありますので、色んな意味で使える要素はあると思いますし、先ほど申し上げた通り、

新たな取り組みも模索しながら地域住民の使えるような仕組み、さらにはパパスとの連携、先ほ

どから申し上げている通り、１つの目線だけではなく、色んな目線の中でどういったことができ

るのか十分に検討してまいりたいというふうに思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

他にありませんか。 

なければ、次に行きます。15 目顕彰費、16目報酬等審議会費を一括で。40 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  
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次、行きます。17 目職員福利厚生費、40 ページから 41 ページ、宜しいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。18 目行政情報システム管理費、41 から 43 ページ、よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

ここで説明員交代となりますが、何かありませんか。ないようですので暫時休憩します。 

（説明員交代） 

 

○堀川委員長  

休憩を解いて再開します。 

３項開発促進費、１目企画振興費、２目土地利用計画費を一括で。43 から 45 ページ。古谷

委員。 

 

○古谷委員  

まず 44 ページの地域おこし協力隊事業の関係について確認というか考え方。緑の関係につ

いては触れませんけど、基本的に地域おこし協力隊に何を期待しているのか。活用っていうの

は、当町においてもどういう考え方に立って現在まで４名でしょうか。今いらっしゃるのは１名

だと思うんですけども、その辺の役割とかそういったものに対する基本的な考え方を、再度確認

をさせていただきたい。 

俗に地域おこし協力隊の光と影といって非常に人数が増えてきた中において成功例、失敗例

とは言いませんが、なかなか上手くいかなかった例というのが、どんどん出てきて、民間におけ

る求職需要が高まっている中において、なかなか優秀な人材がかつてのように地域おこしとい

う形の中で確保することが難しい。当町においてもそういった中において成功報酬制度を使い

ながら導入してきたという経過があるんじゃないかという認識するところでございますけれど

も、北海道は１番に人数的に多いわけなんですけれども、多いところでは 20 名近い採用を行っ

ていっているという状況。その中で、俗に言われるのは一番多いのは、悲惨な例というのは観光

協会の電話番とイベントの机といす、テント張り、これが主な行事で２年間の任期を終えると帰

っていく。そういった実態が非常に頻発してきている。ただ一方では、非常に特殊的な力を持っ

て地域に対する思い入れがあって、そういったものでしっかりと地域に根付きながら新しい事

業の企業化を行っていっている事例も出てきている。 

光と影は非常に大きく出てきているのが事実ではないかと。そういった状況踏まえた時に今

後、過去の事はもう良いですから、今後どのように町としては活用していくという考え方になっ

ているのか、まずその基本的な方向性についてお伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの地域おこし協力隊の関係でございますが、この地域おこし協力隊につきましては、

いわゆる人口減少ですとか高齢化が進む本町みたいなところにおきまして、地域の活力を充実

させるために担い手となります人材の確保が重要と考えておりまして、その中で先ほど出てい

ましたけど地域外の人材を積極的に誘致しまして、その定住・定着を図って地域の活力維持と地

域資源の再発見に繋げるということを目的に、当初設置要綱を作りながら今言った目的で設置

をした関係でございます。 

先ほどもお話出ていました、今まで４名の方が来ておりまして帰られた方もいますけども、そ

ういうのも含めまして今後他町村の成功事例も含めまして、地域おこし協力隊について、今後ど

のような形で進めていくかというのをまだ内部で今協議をしているところでございます。いろ

んなところの事例も含めながら今後、今までは観光関係が中心となって人材を求めていたわけ

でございますが、それ以外のまちづくりにおいても地域おこし協力隊、外部の人材がですね。必

要なところについては積極的と言いますか、協力隊についても検討を進めていきたいというふ

うに考えておりまして、今後のどのような形でというのはまだ決まっていない部分ありますけ

ども、十分に検討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。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

地域おこし協力隊自体が制度がかなり年数経ってきて、そこにおける課題だとか今後の地域

の活用のあり方みたいなのがかなり議論されてきているというふうに思っております。そうい

った中において、私個人的な考え方としては 10名いれば、１人か２人成功すればそれで十分な

のかなと思うんですけど、町民目線から見るとそうはならない。やはりしっかりと報酬を得て、

仕事をしている以上、しっかりとした責任を持った仕事をしていただきたい。というのがある意

味町民の皆さんの側にたった願い。ただ、現実はそうはならない事実もたくさん出てきている。 

今後、非常に難しい制度の運用の中において清里町がその制度をどういうふうな形の位置づ

けの中において、職員がいるわけであって、住民がいるわけであって、地域住民がいるわけであ

って、その関係性だとか協力関係だとか、そういったものを含めながらやっていくというのは、

かなりそこをコントロールする行政側の、与える仕事の職務内容を、どのようにしっかりと厳選

していき、経過も含めながら事後的なフォローも含めながらやっていくかとそういったものが

しっかり確立させなければ、なかなか上手くいかない結果となって、ある意味ではそんなものが

必要なのかなと本当に。だったら職員を採用したらいいじゃないかと。ＪターンＵターンで帰っ

てきたり、地元出身の人をもっと積極的に職員として採用するとかそういった手法論もあるん

じゃないかという議論になってしまう。そういったリスクも背負っていると考えます。だから、

もう一度、要綱は要綱でいいんですよ。実際のところどうやって活用していくかという具体的な

行政における展開なんですよ。そこを、しっかりもう１回やっていかないと、この制度に対する

町民の不信、そう言ったものが増幅する危険性をはらんでいることについての認識をどのよう

に捉えているのか。再度答弁を求めたいと思います。 
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○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

先ほど、経緯経過の部分につきましては、古谷委員からもお話をいただいた通りだというふう

に思いますし、町としてもただ単に不足している役場で不足している業務を補う、労働力を補う

ものではないというふうに捉えておりますし、先ほどもお話しいただいたとおり、ただ人を集め

て、机を与えて、テント張りだけをさせるというような、そんな無責任なことは町としてもする

わけにもいきませんし、するつもりもございません。 

ただ、このそもそも地域おこし協力隊の趣旨という部分は、先ほど古谷委員も多少触れていた

だいておりますけども、その地域の課題を解決できる都会に住んでいる若い方々で、そういった

ノウハウを持ってその地域の課題を解決できるような方を積極的に地域を起こす、まちを起こ

す活性化を取り戻すという部分で取り入れるというような趣旨なのかなというふうに思います

から、意欲をもって専門性を持った方を取り入れるというような方針に変わりはないのかなと

いうふうに思っておりますので、今後とも町で課題等々が出てくる場合については、色んな手法

がありますけども、その中に地域おこし協力隊を導入するということも、また１つなのかなとい

うふうに思っておりますので、そういった部分も踏まえて今後とも地域おこし協力隊について

は、そういった部分を含めて考え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

きたいと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

くどいようですけども、そういった部分を含めてという表現をされていますけども、それは積

極的に導入していくという意味なのか。必要なところに必要な専門性を持った先ほどお話した

通り何をもって専門性とするかということと、現実にある課題だとか仕事というのがマッチン

グするかというのは常に難しいこと、過去の事例的に。うちの町だけじゃないですよ。他の町で

も沢山起きてきている事実があるという前提に立ったときにですね。ただ行政が担うべき使っ

ていく立場に、働いていただく立場に立った時の行政としてのグリップしていく、ハンドリング

していくというところの考え方というのは明確でなければ、専門性だから地域の課題とマッチ

ングしているなんて、その専門性の検証だって結局今、成功報酬型でやったってそんなに上手く

行っているところはそんなに無いという事実を前提にして言っているんです。その辺の認識を

どのようにお持ちか、再度答弁をお願いします。 

 

○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

今、私の方からも申し上げました通り、必要に応じてということがあるかなというふうに思い
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ます。ただ課題が出てきてここは協力隊かなと。いや、違う、というような部分がもしあって、

協力隊というふうに最終的に判断をして協力隊を入れて、それが最終的に成功するかどうかと

いう部分は不透明な部分もあるかもしれませんけども、何かそういった課題やこういった事業

をやる時に地域おこし協力隊も検討することが必要であれば、十分に検討して、そこで募集をか

けるかけないというのは判断になるのかなというふうに思います。ですから必要に応じて積極

的に導入することを検討する時は検討すると。いうことでご理解をいただきたいというふうに

思います。 

 

○堀川委員長  

よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

選択肢の１つだということで理解してよろしいんですね。それは確認したい。あくまでも選択

肢の１つであるという形で理解させていただくということで。よろしいですね。 

 

○堀川委員長  

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

その理解で良いかなと思います。町も責任を持って雇用してしっかりと働いていただくとい

うような部分もございますので、必要に応じて選択肢の１つとして捉えていただいて良いのか

なと思います。 

 

○堀川委員長  

その他、ございますか。伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

今の古谷委員の地域おこし協力隊事業に関連して、決算なんでお聞かせ願いたいと思います。

地域おこし協力隊事業費、その中で地域おこし協力隊募集採用選考委託料 90 万 7 千円。もと

もと予算には入っていない部分で途中から報告がありましたけども、色んな中で募集の仕方も

ちょっと変えての話だという認識をしておりますが、その認識でよろしいかどうか。 

 

○堀川委員長  

 企画制作課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

伊藤委員おっしゃった通り、従来の手法を変えて選考型の手法に変えて、今回委託料が支出さ

れているということでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  
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伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

ということですので言葉がちょっとまずいかもしれませんが、今回失敗と言いますか、終わっ

たわけです。ということは、決算で考えていくと効果の検証という形で考えていくと、これは検

証に至る重大な約 100万なので考えていかなきゃいけないと思っているんですが、今後、また

同じ手法をとって地域おこし協力隊の募集をかけていくつもりなのか、また従来に戻るべきな

のか、違う方法論をとるのか、その辺は今検討されているのかどうかお聞かせください。 

 

○堀川委員長  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの募集方法の関係でございますが、今回の選考型の募集方法、また従来のことを含め

て、今回のも含めて選択肢の１つということでご理解いただきたいと思います。 

いろんな手法があるかなというふうに思いますが、選択肢の１つということでご理解いただ

きたいと思います。 

 

○堀川委員長  

その他、ございますか。前中委員 

 

○前中委員  

情報交流施設の関係で簡単な質問なんですけど。光熱水費の内訳をわかる範囲でいいんです

けど。教えて欲しいんですけど。 

 

○堀川委員長  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

光熱費の関係でございますが、内訳と言いますか、大体月額、30万前後ということで 12ヶ

月で 3０万だったり、40 万超えることもありますが、それで約 400 万というような支出にな

ってございます。 

 

○堀川委員長  

前中委員。 

 

○前中委員 

ここの施設、地下熱利用という形で低コスト化という部分で取り入れた施設でもあるんです

けど、そこの検証といいますか。どれぐらい本来との開きがあるのか、ちょっと思ったものです

から。その細目光熱費の部分で油代という部分がかなり押さえられているのか、そういう部分で
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のデータとして提示いただければなと思うんですけれども。後でいいです。 

 

○堀川委員長  

後でよろしいですか。では後で報告お願いします。その他、ございますか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

なければ、次行きます。４項庭園のまちづくり事業費、１目ふるさとの森づくり事業費、45

から 46ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。２目花と緑と交流のまちづくり事業費、46 から 47ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員  

都市農村交流事業の考え方、もう１回整理なんですけれども議論が２つに分かれると思うん

です。明らかに過去の予算審議や常任委員会、昨日の一般質問含めて議論が２つに分かれて。１

つは、ある一定の経過年数の中において見直しを行って、新たな時代に対応したそういった交流

の方向性を求めることも必要ではないかという考え方と、もう１つは、過去の人的な繋がりを大

事にして、都市農村交流継続できるものは継続した方がいいんじゃないか、特定の自治体と。た

だ、その辺の整理、議論が常にされるわけですけれども置き去りにされていって、結局継続的な

話になっていく。ただそういった過去の人的な繋がり、人間関係を大切に、これはもう前提とし

て大事だというのは私も認識するところなんです。ただ、地域活性化とかそういった観点から、

さらに突っ込んで考えた時に費用対効果だけではなくして、例えば物の交流、経済という観点か

ら見ると、もう１歩踏み込んだ方向性をしっかりと打ち出す必要があるのではないか。 

例えば具体的に言いますと、都市農村交流の中で、多くの自治体がアンテナショップを、ある

一定期間、ひと月ならひと月、東京都内の商店街に持ってみるだとか。しっかりと修学旅行の受

け、そういったものを定期的にやっていくだとか。相互交流を前提としながら物と経済、そうい

ったものを含めて新たな展開。もっと突っ込んでいけば、環境対策という形の中でＣＯ２の都市

との売買だとか、地元生産財を交流の中において東京都内の区の都営住宅や一般住宅に供給を

していくという取り決めを結んでいくだとか。もっともっと時代のトレンドの中のそれをグリ

ッピングしてやっていかないといけないんじゃないか。ノスタルジックなものは別に否定する

わけじゃないですけども、ある一定の経費と人的な資源を使ってやってくということが、やっぱ

り避けて通れないところなのかな。その辺町としては政策的な展開ですから、非常に悩みながら

今も進んでいるというふうに自分自身は認識しているわけなんですけれども、鶴ヶ島、佐野市、

昨日の一般質問の議論の中では旧高根町の清里地区との話、町長の方から古殿の話とか色んな

話が出るわけなんですけども、ふるさと会含めて話が出るわけなんですけども、やっぱり戦略的

な方向性というものをもう１回再構築していくという前向きな展開の方法は、今は求められて

いるじゃないかなとそういった考え方に自分自身立つわけなんですけども、その辺の見直しと

か方向性の転換というものを考えた方が良いのかなと。昨日の町長の答弁の中では堀川議員の
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答弁の中では両にらみの形なのかなというふうに感じたわけなんですけども、その辺の施策展

開、事業展開のあり方というのをどのように考えておられるか。再度、確認をさせていただきた

いと思います。 

 

○堀川委員長  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

ただいまの都市農村交流の関係でございます。昨日も一般質問の中でこの交流の関係ついて

は御質問あったところで、今も委員から昨日の関係も含めて述べられたのかなというふうに思

っております。現在については、鶴ヶ島、佐野市、国外のモトエカとの交流を進めていくという

ことでございまして今後の部分も含めてでございますが、先ほど委員もおっしゃいました今現

在町の交流につきましては産業まつり等、物が中心となった交流というふうになっているとこ

ろでございますけども、先ほど言われた通り、人だけの交流だけでなくて、例えば物、またそれ

が経済に発展するというお話もございました。その辺の交流も含めまして、先ほど両にらみとう

言葉も出ましたけども、その２つの方向性も加味しながら今後この交流事業については進めて

いきたいというふうに思っております。 

昨日の話でも日本で最も美しい村連合の話も出ておりました。これら連携につきましては相

互の連携意識が整うと判断したら進めていきたいというふうに思っているところでございまし

て、やはり今後、この関係についても交流人口の増、また色んな連携を図る上で、進めていけれ

ばなというふうに思っております。１歩進んだ先ほどアンテナショップの話だったり、修学旅行

の話も出ておりました。やはり交流というふうになれば、相互交流ができるのが一番良いかなと

いうふうに思っていますので、この部分をもっと１歩踏み込んだ形で今後できる方策について

十分検討し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。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員 

足し算、足し算、それは過去のものを大事にしながらさらに新しい部分を加えていく、それは

非常に美しいんですけれども、現実的に限られた資源、財源さらに限られたマンパワーという形

の中で政策展開という形の中でやっていく戦略的な、特にまち・ひと・しごと新しい戦略を作る

中でやっているわけですけども、そのアプローチとしてどうなのかという視点も必要ですし、ま

ず政策としてどの方向を目指すのかという形の中で、再度理事者の確認をさせていただきたい。

政策として、今言ったようなことを整理してどのような方向、両にらみで行くのか、新しい課題

という方に積極的にアプローチしていくのか、どちらを選択していくのか。そのような考え方を

明確にできない部分もあろうかと思いますが、場合に応じ時に応じという話になろうかもしれ

ませんけど、現時点における考え方をお示しいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  
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副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

冒頭の課長からも述べた通り、今までの交流、お付き合い、交流もあるわけですから、それら

を一方的にということにもなりませんからそういった部分もベースに置きながら、戦略的にと

いいますか。そういった部分もあります、例えばですね。私、鶴ヶ島市役所にも行かせていただ

いて、担当課長さんとも話していただいた中では鶴ヶ島、災害も非常に心配だと。そういった部

分では清里町は非常に災害も少なくて安全な場所、そういった部分もあるので、そういった災害

協定というかそういった可能性はないのかとかですね。先ほど、おっしゃられた物の部分だとか

ですね。色んな部分がありますので、先ほどの今までの人的な繋がり、それから古谷議員が御提

案されている戦略的な部分も含めてですね。両にらみで町の歳入歳出ということになると、また

色々あるかもしれませんけども、それらも含めて十分に検討していきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

そういった形だと思いますので。ただ、釘を刺すのはおかしいですけども、結局はそういった

話は過去においても何回も答弁いただいている。議事録読んでも経過において。結局、元のさや

しかないと。新しい取り組みではなくして。結局残ってくるのは鶴ヶ島、佐野市は農協との苺の

リレー栽培とか、より経済的な人的な繋がりも強くて、それはそれで宜しいんですけど、どうし

ても最後はそこしか残ってこない。新しい展開が過去において、なかなか見出していないという

のが現実じゃないかと。その事実を踏まえた時に戦略的というのは結局戦略というのは無いと

いう。過去を大事にしながら、新しい展開と言って新しい展開は、ここ何年かで生まれたかと言

えば現実的に生じていないというのが事実じゃないか。今後も検討していくじゃなくて、やっぱ

りそこを、特に第６次に向けてそして戦略の方についてももう１回新しい見直しが起こるわけ

ですから、そこにどこにフォーカスしていくのか、どこに焦点を置いていくのかってことをそう

いった本来的な戦略というものをもう１回しっかりと構築していく、その必要性があるのでは

ないかと、そのように考えるわけですが再度答弁を求めたいと思います。 

 

○堀川委員長  

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

 相手があるわけでございますから、こちらから一方的に相手を望んでも相手が受け入れるか

どうかという部分もありますし、相手からもし望まれても、町にとって本当にそのことが良いか

どうかというような部分の判断もございます。そういった部分もございますし、先ほどから話が

出ている町にとってやっぱりそういった交流が将来に繋がるものでなければならないというふ

うに思っていますし、プラスにならなきゃならないと思っております。何が何でも交流すれば良

いのかということでもありませんから、そういった意味で効果的に、戦略的に、人情的にと言っ
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た言葉はあれかもしませんけども、人と人との繋がりを大切にしながらも、そういう意味で両方

の観点からしっかりと検討してまいりたいということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 人口ビジョンですとか交流人口の拡大だとか関係人口の拡大という、一方では言っておきな

がら今の副町長の答弁です。現実的な施策展開だとか、方向性と答弁されていることが矛盾して

いるんじゃないですか。しっかりそういった要素も含めながら検討して加えていく。働きかけも

やっていく。その中で当町の地域振興に必要なものをきちんと選択していく。そういうことじゃ

ないんですか。緊急課題なんでしょ。人口ビジョンに示した戦略というのは。交流人口の拡大も

重点的な施策なんですよね。関係人口のそこをフォーカスしてやっていく時に都市農村交流の

意味合いがあるんじゃないですか。そこを考えた時に今の答弁では何がなんでもする必要がな

い。当然そうですよ。地域にインタレスト生まれない物に費用かけてやる必要はないんですよ。

だからそこに戦略性が本来的に必要じゃないかという話をしているわけで。再度その答弁を求

めたいと思います。 

 

○堀川委員長  

 町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

 ただいまの都市農村交流の関係ですが、近年においては交流人口また関係人口の拡大と大き

な課題もあります。先ほどありましたように、まち・ひと・しごと創生の中での人口ビジョン、

どうそういう方々を清里の応援団になってもらうかという部分も含めてかというふうに思って

おります。その中の１つの手法として、都市農村交流もあるということで、従来から色々交流を

している個人的な繋がりも、大きなネットワークの中では交流人口にもなっていくだろうし、当

然ふるさと会のような組織的なものも、そういう中にあるんだろうなというふうに思っており

ます。 

 そんな中で全体としては、清里のファンをつくり、清里に来てもらい、そういう関係人口、交

流人口を少しずつでも増やしていける手法をどういうふうに求めていくかという中で考えてい

かなきゃならないだろうと思っておりまして、その中の都市農村１つでありますから、拡大がで

きるものであれば色んな手法をとりながら、今までも鶴ヶ島も佐野市なども交流をさせてもら

っていますけども、一定の規模で止まってしまっているのも事実でありますから、できれば今交

流しているのがはっきりしているところですから、そこの展開をさらに拡大できないかと。そし

てその中でまた違う、先だってもお話しましたように日本で最も美しい村にも加入しています

から、そういうような部分を通じた新たな提携先が見つかるのであれば、お互いのウィンウィン

の形で求めて行ければなというふうには思っているところでありまして、今後の第６次の総合

計画の中でも当然それらの関係については、ビジョンを打ち出していかなきゃなというふうに

考えておりますので、そういう内容において、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考え
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ております。以上であります。 

 

○堀川委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 町長の答弁、十分理解いたしました。決して都市農村交流というのは人口ビジョンにおいても

まち・しごとについても非常に重要なファクターだということなんですよ。従って、今までやっ

てきた形が、否定しているわけじゃないです。だからどういうふうに、さらに、そういった人口

ビジョンやまち・ひと・しごとの総合戦略の中にしっかりと織り込んで、効果が出てくる形、地

域に派生する効果が出るような、地域に結びつく形に展開していくかということを問うてるわ

けで、ぜひそういった形について整理をされながら、残すべきは残し、さらに新しく攻めるもの

を攻めて、しっかりとその方向性を示していただきたい。このように考えております。答弁は必

要としません。 

 

○堀川委員長  

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

 先ほどの前中議員の御質問でございます。情報交流施設の光熱費の関係でございますが電気

料としまして、約 377 万円、上下水道が 24万ほどということになっておりまして、トータル

で 400 万ちょっとの光熱水費の支出となってくるところでございます。 

 

○堀川委員長  

 前中委員。 

 

○前中委員 

 電気料だけ 377万なんですか。 

 

○堀川委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 電気料だけで 377 万円ほど、上下水道で 24万円ということです。 

 

○堀川委員長  

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 私の方から補足をさせていただきたいと思うんですけれども、あそこの部分については御承
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知のとおりヒートポンプ、地中熱を利用しておりますので、冬は暖房、夏は冷房という形で地中

熱を活かす、その地中熱にかかるヒートポンプを動かす動力という部分では電気代は多少かか

りますし、全体照明だとか色んな部分でかかります。ただし、いわゆる灯油代だとかそういった

部分がかかっていませんので、その部分の計算は今は持ち合わせておりませんけども、一般の建

物でかかる灯油代だとかそういう部分から行くと、かなりの節減になっているということは御

理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 よろしいですか。その他、ございますか。 

 なければ次、行きます。５項徴税費、１目徴税費、47から 48 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

 次、行きます。６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、48ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次、行きます。７項選挙費、１目選挙管理委員会費、２目知事道議会議員選挙費、これを一括

で。48ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次、行きます。８項統計調査費、１目各種統計調査費、49ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次、行きます。９項監査委員費、１目監査委員費、49ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 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。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 ないようですので、ここで２時 20分まで休憩としたいと思います。 

 

 休憩  午後 ２時 10 分 

再開  午後  ２時 20分 

 

○堀川委員長 

 休憩を解いて再開します。 
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 10 項総合戦略費、１目総合戦略事業費、49から 52ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 総合戦略の全体的な捉まえ方と進捗等含めてお尋ねしたいと思うんですけれども、最終年度

を間近にしながら今進めていると思うんですけど、全体的に 30 年度の決算でいくと約１億７

千万、既存事業等の移し替え等も含めて、これは新しい事業だけではありませんから、それで良

いんですけれども、財源的な考え方、歳入色々バラついていますから、この部分で歳出でお聞き

したいんですけれども、制度 26 年入った時に選考型交付金って 10 分の 10 交付金、どんと

走ったこともありますし、27 年の過疎化の交付金に変わってきて 50％、28 年度は名前変え

て推進交付金という形の中で、そういった形でこの一連の流れの中で財源的な手当というのが

全く違ってきている形において 30 年度計算で具体的な決算上すでに整理されたと思いますけ

ども、特定財源の内訳、一般財源がどのようになっているのか。１億７千万だか、その中で国の

押しつけに地方債、一般財源の中で基金から入れたのがどの程度なっているのか。この全体事業

費の財源内訳を参考としてお示しいただきたいと存じます。 

 

○堀川委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今の財源の内訳でございます。今、手元にないので、また後ほど報告させていただきたいと思

います。 

 

○古谷委員 

 後ほど。一応参考としてどういう形になっているか。というのは、先ほど来、違う事業の中で

見直しも含めてローリングをしていく形、国の指針が４月に示された中で作業に入っていく。た

だ一般論として、うちの町がどうのという話ではないですけど、一般論として言われているの

は、大体年間１千億程度の交付金が国から 30 年で令和元年度も含めて出ているというふうに

認識しているところですけども、２分の 1、50％をベースにしながら展開し、あるものについ

ては起債措置、過疎債も含めながら。当町の場合については既存事業等の整理をしながらです

ね。織り込んでいますので、そういったところについては、従来型の国・道補助金交付金で制度

扶助、義務的経費の制度扶助そういったものもきちんと組み込まれた中でこれだけ肥大化して

いるというふうに認識しているわけですけれども、特にこの国や各自治体の評価・見直しの中で

言われているのは将来的な財政負担というのは、この戦略をぬうために、フルセット型で思い切

り広げてしまった。思い切りあれもこれも。フルセット型にしてしまった。ところが実際行って

みると財政負担がよくよく考えれば 50％、交付金以外。交付金 50％しかない。それをどこに

着手させようかと言った時にこんなことをしていたら財政上、非常に詰まってくるのではない

のかという形で、すでに、ここ１、２年の傾向としては、計画は作ったけども交付金を申請しな

いというところが非常に多くなったのもこれは事実だと思うんですよ。そういった状況の中に

おいて、５ヶ年作ったから５ヶ年やっていくんだという形で、清里町はやっているとは思うんで

すけれども、そういった財政負担フルセットでやったことにおいて展開した１年２年やった。最
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初、先行型でやったから 100％交付金補助だったから良かったよねと言っていたけどなかなか

やっていくと、そうではないぞと気づき始めている。そういった中において、どこに着手させる

かというのは非常に各自治体、頭を悩ませているのが事実ではないか。先に走った事業を全部ひ

きづっている。ある意味では。今回の部分でいくとＰＤＣＡのシステム、それから成果指標と言

った中でアウトカムで KＰＩ、成果指標でやっていく。なかなかこれも現実的に各個別事業や

った場合に非常に成果というのが表れにくいし評価しにくいというのが、現実的に生じてきて

いるのが事実で。そう言った中で、将来的な財政負担を踏まえた部分について、この事業の取り

組みの整理っていうのは今後の新しいローリング、見直しも含めて現時点においてどのように

考えているのかそこをお示しいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 今、古谷議員の方からもお話いただきました通り、総合戦略を進める中で様々な形の中で交付

金も変わってきたというような部分は御承知の通り、ご提案の通りかなというように思います。

町の方としましてもお話があった通りですね。既存の事業に充当した部分、新たに起こした部分

という部分もございます。ソフト事業も、交流人口拡大でありますとかそういった部分に充当し

ていたというのは御承知の通りなのかなというふうに思っております。 

 ただ、今後それをどうにらんでいくのかという部分がありますけども、他町村もそういった部

分においては一時見送りをしているというような部分もございますし、平成 31 年度、令和元年

度については、町もこの補助事業については見送りをしているところでございます。そういった

部分において今後どういうふうにしていくかというのは、国のそういったこれから出てくる政

策と言いますか、そういった部門もにらみつつですね。町の今後の展開も勘案しつつ考えていき

たいというふうに思っておりますので、今の段階では熟慮中、検討中いうところで、留めさせて

いただきたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今、副町長からの答弁があったように、交付金を申請しない市町村が増えてきている。これは

事実であって、これは当町にあっても令和元年度そういう状況に陥っているのも事実ですよね。

きっと、今年度の予算審議の中でそういった話が事務当局から説明が議会にあったかどうか議

事録見てもそういった話は一切無い。財政負担や財政状況を前提として、もう１つ非常に心配さ

れるのは、今交付金を申請しない市町村が非常に増えている。計画は作る、法律ですから。法律

で義務づけられていますから。という状況に陥っていて、地域経済だとか地域社会の活性化に本

当に資するものであるかという形で全部が駄目と言っていない。基本的にきちんと検証し合っ

ていかないとこれ大変なことになるよね。あれもこれも時代の流れだから国が言うから交付金

50％だから。ほとんどの市町村が財政負担も含めて、効果についてももう１回検証し合ってい
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こうと。そういった中で、少し面白いねとか、新しいからやっているようなレベルではなくし

て、やはり問題意識を行政と町民の皆さんが共有しながら課題の設定をしっかりやりながら政

策として展開していくという形の中で、当然その裏づけは財政なわけです。だから、この５ヶ年

現在進めている戦略、これは外部委員も含めて検討された結果として今の形になっているはず

なんですけども、ここできちんと財政的な議論だとか財政的な裏づけ方向性というのは共通認

識としてあったのか。さらに毎年の検証、事業進捗のチェックというのはどのように、アウトカ

ム、ＰＤＣＡ、ＫＰＩの観点で行ってきているのか。現在まで行わないで５年目の今年度に全て

行う。そういった立ち位置にいるのか。その辺も含めて確認をさせていただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの総合戦略の反省評価の部分、検証の部分でございますが、事務段階の中では今年度

が最終年度ということがありまして、その都度検証していたということで御理解いただきたい

と思います。 

 この総合戦略につきましては、今年度が最終年度ということがありまして、策定の基本的な考

え方については１年間、第１期の計画は令和元年度で終了するために、今や国の趣旨に基づく２

期の計画の策定が必要となっているということでございますけども、総合計画と合わせまして

１年間延長していきたいというふうに今のところ総合戦略の方を令和２年度まで１年間延長す

ることによりまして、総合計画との整合性を図っていきたいということで総合計画のスタート

に合わせた令和３年度からの第２期については５ヶ年計画ということで今のところ進めていき

たいというふうに考えておりまして、今までの第１期の分についてもしっかりと検証する中、次

の第２期、また総合計画の中に反映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。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 質問させていただいた関係について、若干答弁漏れがあるんですが、それは良しとしながら。

基本的には事務的な毎年の反省評価というのは事務的には行ってきている。ただ、外部委員を含

めた推進委員会の中では行っていないという理解でよろしいでしょうか。それと併せて今回取

り組む第６次の総合計画と並行しながらその関係性の中で反省評価を行っていく。 

 そういった立ち位置だという形で昨日の一般質問の中で再質問で色々用意していたんですけ

ども、時間的余裕の中で聞けなかったということもあわせてですね。その辺の総合戦略と総合計

画の関係性、進め方について、今、企画政策課長から事務的な話ありましたけども、理事者とし

てどのように関係性を整理していくのかということについても、あわせてお伺いしたいと思い

ます。 

 

○堀川委員長 
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 町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

 ただいま総合戦略の関係と、第６次に向けた清里町の総合計画の考え方であります。課長の方

からもありましたように、基本的には総合戦略自体が今年度をもって終了すると、そして総合計

画がそれより１年遅れてさらに２年後に終了するということもありまして、ちょうどその総合

戦略と総合計画の間が１年空くわけであります。基本的に法律どおりにやっていくとなれば、今

年度中に策定をして来年からというのが趣旨になってくるのかなというふうに思っております

けども、たまたまうちの場合、１年しか空かないというようなこともあり、それと、もともとの

総合戦略そのものが国の指導によって、まち・ひと・しごと創生法に基づく、人口減少対策とあ

わせた一極集中をどうするかとそのための具体的な施策を打ち込むということで始まったもの

でありまして、もともと全体としては各論は別にしても、全体としては総合計画として既に盛り

込んでいた事項がそのままそちらに移行したような形にもありますんで、今後の部分について

は別々に作るというよりも、一体的な考え方の中で作っていきたいというふうに考えている次

第でもあります。ただ、まだ正式に国の方また北海道の方に総合戦略としての部分と、総合計画

との一体的なものをＯＫ出るか出ないかという、昔もこういう計画の二重性があって確認した

んですけども、なかなか法律が違うものですから、難しいところもあるわけですけども、可能で

あれば私どもとしては一体的な中で作っていければというふうに思っている次第でございま

す。 

 また、総合戦略そのもの、当初、委員からもお話がありましたように、はじめは、新しい事業

に対しては交付金事業で対応していきますよと。どんどんやってくださいという話でスタート

したもんですから、我々としてもそのつもりをしました。ところが蓋を開けて中身を見てみる

と、いつの間にか２分の１の補助事業に変わっていたというようなこともあります。私どもこの

総合戦略費の中、基本的には人口対策としての少子高齢化に向けた子ども子育て、それと交流事

業を中心に編成をしたわけでありまして、これ新規の部分もありますけれども、継続事業として

今まで各科目で見ていた部分を総合戦略のここへ乗せることによって交付金の対象になる可能

性が十分にあるというようなことで、こちらに移行してきたという部分もありますので、今後の

段階においては、これが１回切れるとなればどういう予算組みにするかということについても

十分にやっていかなきゃならないし、今の形でいいというふうには私自体が思っておりません

ので、ただこれは当初の段階では総合戦略が走るときにこういうスタイルで走っとかなければ、

仮に対象になる時に、対象外になってしまうというようなことがあったもんですから、今の予算

編成の形をとった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。以上であります。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 町長の方から経過、当初財源的な手当ても含めてそういった形でスタートさせたんだけども

現実的に２年目以降、そういった交付金、２分の１という形の中で進められてきている。もう１

つ、課題としてこれは一般論としても言われているところなんですが、当町もそうかなと思うん
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ですけれども、計画を作る段階のプロセスのお話です。全道調査、研究所がやって結果として出

て明らかなのは、ほとんどの市町村が短期につくらざるを得なかったところによって、なかなか

熟慮、熟議がされなくて、コンサル丸投げ。丸投げという表現あまりよろしくないとのことで。

コンサルに非常によりかかった計画を作ってしまって、ただし推進委員さんそのものがこの制

度の中身をきちんと熟知していたか。ましてや途中経過、毎年点検はされてない、評価されない

と言っていましたよね。財源的な手当がどうなっていくのか。この際、先程町長がまさしくおっ

しゃった通りに、国から 10 分の 10 くるなら、どんどん新しいものやっていった方がいいん

じゃないかっていう形の中で進めたというのも事実ですよね。今そういった答弁をされたわけ

ですから。だから結局そういったものの点検等、進行管理というものですね。ＰＤＣＡが機能さ

れているのかと言ったら、なかなかしてないのは事実。それと成果指標、ＫＰＩこれについて

も、かなり専門的な部分であって、そういった形の置き方について理解というものがですね。関

わった人達が十分していたか、行政内部でもきちっと消化しきれたかというのは、現実的には難

しかった。これは事実として私は認めたいと思います。 

ただ、今回御答弁いただいた通り総合計画 10ヶ年なのかどうなのか、逆にお聞きするのもそ

ちらに振ってお聞きしたいんですけれども、今回の９月の定例会にあわせながら委員会の中に

おいてやっと総合計画の概要が示された。まちづくりの将来像やまちづくりの指針となってい

く最上位計画だという表現も含めてされているわけなんですけれども、６月に予算の提案がさ

れ、９月の常任委員会でやっと計画の概要、そして 12 月の議会で議決条例の提案というふうに

示されています。これ逆じゃないですか。もしくは基本的に総合戦略、総合計画、一体的に、道

や国との協議もあろうがやっていくっていく状況の中において、総合戦略の基本的な位置づけ

というものが地方自治法の改正によって変わったわけであって、目的や定義、位置づけ、期間、

諮問の方法、議会の議決、策定手順、公表、調整、みなし評価、こういったものが条例としてき

ちんと示された中において具体的な要綱なり概要が示され、それに伴う予算が説明される。単に

基本構想の議決を議会に求めるだけの条例を作るんですか。だから行政の手法の手順、施策展開

における手順というのが全く逆転している。予算先行型。しかも、今回、常任委員会の中で示さ

れたのは二層で作る。基本構想と基本計画、実施計画を含みません。基本的には条例の中にきち

んと目的や定義、何を議会が議決するのか。そして実施計画そのものを総合計画に盛り込まな

い。分野別計画に委ねる。当然、分野別計画は年度がずれている訳で、その辺の整合性、一連の

整理というのが、総合戦略の部分で言うのは非常に申しわけないんですけれども、行政の手順、

手法としては逆転するまるっきり逆転とは言いませんけれども、非常にその辺の整理だとか説

明というものが不十分じゃないですか。その中で並行しながら総合戦略を展開する、見直しをや

っていくというのが、非常に不安を感じるわけなんですけども、総合戦略の策定の手順の考え方

をあわせて、総合戦略との整合性どのように考えるのか再度答弁をお願いしたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 だんだん議論が深まってきたかなというふうに思っておりますが、総合計画と総合戦略の整

合性、先ほど申し上げたような形で、１年間のそのすき間をどう埋めるかと。基本的に総合戦略
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よりも総合計画に流し込んでいくという考え方で進めていきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

 それから、９月の常任委員会の中で総合計画の進め方、策定の進め方についてお話がされたん

だろうというふうに思っております。その中でこれからのスケジュール感として 12 月にその

条例化。というのは、委員からもありましたように、基本的に自治法の中に、従前は総合計画、

要はまちづくり計画を策定して議決をしなければならんと。そういう規定がきちんとあったわ

けですが、今はそれがなくなっていると。今までずっとまちづくりのために策定をしてきた総合

計画、何十年という歴史があって、１つの方向性を理想の姿を打ち出した中で町民の皆さんとと

もにまちづくりを進めてきたと。この方式は繋いでいかなきゃなと私は思っております。地方自

治法の中に総合計画そのものの位置づけがなくなったにしても、やはり最上位計画として町独

自でそれを構えていかなきゃならないとそういう思いから条例化をしていきたいと。その中で

計画を、議決をもらっていく。その議決すべき計画として策定をしていきたいというふうに私は

考えている次第でもあります。 

 ただ、先ほどの中でスケジュール感とあわせて進め方が逆転しているのではないかというこ

とですが、これまた具体的にその策定にあたっての進め方、これを先にどうこうというところま

では、まだいっておりませんので、そこら辺も含めながらどこが逆転しているかというのもなか

なか難しいところがあるのかもしれませんが並行的に進めていきたいなと私は思っているわけ

でありますので、これから色々進め方あると思いますからお互い意見交換をしながら議会の方

に常任委員会にも一定の中で進めていきたいと思っていますし、当然今までの手法からいけば

総合開発審議会の方に諮問をさせていただき、総合開発審議会の中で策定委員会をさらに拡充

をしながら、町民の皆さんの意見をいかにその中に取り込んでいけるかと、そんな手法を含めな

がらやってきたという部分がありますんで、それをいきなりここで無くすということにはなり

ませんから、そこをある程度使い、しっかりと連携しながら、さらにそこの補充の部分をどうし

ていくかと。色んな策定に当たっての研修会もそうですし、色んな手法がありますので、そうい

う意見を聞く場をその中にどう求めていくかとそういう部分を含めて、より綿密に連携をとり

ながらやって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。以上であります。 

 

○堀川委員長 

 非常に大事な議論と思いますけれども、決算の審査という観点から質問、答弁をよろしくお願

いしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 決算の審査という形の中でご存じの通り、総合戦略の予算が 31 年度されていない予算化さ

れているけれども、国の補助金を求めていない。整合性を図ると言ったから、それにまつわる部

分で質問させていただいている。これが逸脱しているというふうに、どういう観点で委員長は指

摘されるのか。まずそこを。逸脱を私はしていないと思います。総合戦略と整合性を持ってやっ

ていくという町長の答弁を受けながら、その中でどうあるべきかという質問をさせていただく。

そのように御理解いただけませんでしょうか。 
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○堀川委員長 

 逸脱しているとは言いませんけども、どんどん話が飛躍していくので話がずれないように決

算審査という柱からは離れないで、質問と答弁をしていただきたいということでお話しました。 

 

○古谷委員 

 それで、逆転しているんじゃなくて並行しながらと町長おっしゃった。それはそれで宜しいと

思います。だからそれは並行していないということなんですよ。基本的に概要が先に来て、予算

が先に来て、基本的な項目を定める議決条例みたいなのをきちっと整理されていくべきと認識

していますので、今後の審議の中でしっかりとその辺の方向性が示されるというふうに思いま

すので、しっかり議論、協議をさせていただきたいとこのように考えておりますので、よろしく

お願いします。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 これからがいよいよスタートになっていくということでありますから、しっかりと連携がと

れるように行政サイドとしても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。 

 

○堀川委員長 

 よろしいですか。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 申し訳ありません。先ほど古谷委員から決算にかかるこの総合戦略費の財源の関係について、

出ておりましたので、先程答弁できませんでしたので、ここでさせていただきたいというふうに

思います。総合戦略費全体の特定財源につきましての関係でございますが、国庫補助金の関係に

つきましては 604万４千円。道費につきましては 450 万８千円。基金としまして、子ども子

育て基金が３千 98 万４千円。ふるさと基金が 80 万円。過疎債につきましては２千 900 万円

というような形になっておりまして、一般財源が残りの６千 246 万６千円というような財源の

内訳になっているところでございます。 

 

○堀川委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ご答弁いただいた国・道補助金両方合わせて約１千万。ただ先ほど町長が答弁いただいた通

り、移し替えをたくさんやっていますから、一般財源や起債で、既存事業をのみ込んでいるとい

う形。やはり現実的にこうして冷静に見ると何度も申し上げて失礼かもしれませんけれども、決

して国の交付金で成り立っている事業ではなくして、したがってその執行に当たっては呼び水
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としてはそうだったかもしれないけど、現実的には町の一般財源や基金、それから起債を使いな

がら構造化しながら展開せざるを得なかったという事実の中において、当然新しいローリング

をしながら新しい５ヶ年をやっていく場合においても、その前提に立って、もう１回中身のプロ

セスと質の見直しってものを先ほど申し上げた通りＫＰＩの成果指標を示しているわけですか

らそれが良いかどうかの議論は別にして、しっかりその辺の見直しをやっていっていただきな

がら、新しく構築をしていただきたい。このように考えております。答弁は求めませんので。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 50 ページのですね。不妊治療助成事業補助。治療の補助に対してですけれども。これ実際の

治療費に対してどれぐらいの補助率なのか。お聞かせ願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 北海道とかで示されている部分で行きますと、15 万が限度ということになりまして、それに

差額としてうちの方で今回示している金額、そちらを出しているということでご理解いただき

たいなと思います。 

 

○堀川委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 これはもう少し補助率を上げていくというのは可能なんでしょうか。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 それぞれの病院で金額は変わってくると思うんですけれども、実質的にはこの部分で大体、他

の町村と比較しても良いところなのかなとも考えておりますので、今後これらの金額が高騰化

していくようなことがあれば、やはり検討材料にはならないとは思っておりますが、現在のとこ

ろは今の金額で進めていきたいなとこのように考えておりますのでご理解いただきたいと思い

ます。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございませんか。伊藤委員。 
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○伊藤副委員長 

 50 ページの住環境推進事業費ということで、先ほど来、総合戦略事業全般の中で古谷委員の

方から色々質問があったわけですが、特化した形の同じような聞き方かもしれませんが、特化し

た形の話を聞きたいんですが、この住環境推進事業費の民間賃貸住宅建設促進事業補助 747万

円。予算でいきますと基本的に２千万ついていたわけですが、今回、審議資料を見ていますと

10 戸の計画の中で、最終的に４戸だけの実施ということで、ここまで事業費が下がったんだな

ということは理解はしています。その中で、平成 28 年度、１棟４戸確かその時も２千万円つけ

て、それくらいの数だったんです。平成 29年度は結局実績ゼロだったんですよね。それは、２

件申請はあったんだけれども、民間の方から申請もあったんだけれども、いろんな諸事情、多分

ケアハウスの関係で人員が引っ張られたのか忘れましたけど、そういう部分で申請はあったん

だけど結局契約に至らなかったという場面があったというふうに説明を受けたつもりでいま

す。 

 そして 30 年度なんですが、また１棟４戸という形でこの民間賃貸って清里町ってなかなか

民間がない状態で、かなり望まれていた事業で良い計画を立てていただいたというふうに思っ

ています。ただ、前回も申し上げましたが、やれば良いのではなく、使ってもらって初めて良い

事業になるので前回は平成 28 年度は４戸しかできなかった。平成 29年度は実績ゼロでした。

これ、絵に描いた餅になりますよねということで今回 30年度の決算としてまた４戸、３年間で

10 戸計画して初年度と言いますか、10 戸の計画を立てて４戸しかなかったので、６件分の予

算が余りましたというわけではないはずなので、基本的には２千万円ずつつけていった中での

実質、制約されていた形が、結局単純計算ですけど、３年間で例えば６千万円つけたとしても、

結局使った額は１千 500 万円しか事業として成り立たなかったということなんです。単純に言

いますけど。ということは、せっかくできた事業なのに、今日は決算だから言わせてもらいます

けど、せっかくできた事業なのに、その事業費が余っていくというのは緊縮財政と言えばそうか

もしれませんが、もともと使ってもらおうと思って立てている予算の中で、結局執行されなかっ

た。執行されるべきだと思うんです。 

 そのために、ただやりましただけじゃなく、なぜ活用を民間でされなかったんだということ考

えるべきですよねっていう話を、前回の平成 30年の予算の時にも話せていただきました。今後

これも検証していきます。という話だったと私は認識しているんですが、その後これを使っても

らうための啓蒙ですとか、諸々のことになると思うんですが、なぜ全部を上手く使ってもらえな

かったのかという検証をしていたのか。検証・検討ですね。していたのかということをまず１点

聞かせてもらいたいのと、今後これは同じような形でただこの事業がありますだけで終わって

しまうものなのか、はたまた検証した結果、こういうふうにやればもう少し使ってもらえるんじ

ゃないだろうかということ考えているのか。この点をちょっとお聞かせください。 

 

○堀川委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいま御質問のありました住宅の関係でございますが、おっしゃる通り 28 年度から３年
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間ということで要綱を策定いたしまして、こちらの方事業を進めてきたところであります。委員

おっしゃるように、毎年２千万円ずつの予算をつけまして事業実施しておりましたが、実質的に

は初年度に１棟４戸、30年度に１棟４戸ということでございます。２年度目の 29年度につき

ましては事前の協議がございましたが、実際に申請まで至らなかったということでございます。 

 使ってもらって良かったなという事業でございますが、実状といたしましては事業の立ち上

げの際にどれほどの需用があるかということをはっきりとは掴めてない部分もございましたの

で、近隣の状況等見まして２千万円程度ということで、10 戸程度やれればということで予算化

したということでございます。ただ、実際には住宅を建てる事業者の方がそちらの方まで至らな

かったという実状でございます。 

 それで、こちらの制度でございますが、３年間の事業期間が切れましたので今のところ休止と

いうか一旦期限が切れましたので今年度からは事業の予算計上をしておりませんので、また必

要な部分がございましたらば、そういった要綱等を策定しながら行っていくという形になって

おります。一旦は事業を終了したという形になっているのが実状でございます。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 その中で今、答弁いただいたんですけども確認したいことが１点ありまして、これ基本的に町

内の業者、あるいは個人という限定ではなかったですよね。それを確認したいんですけども。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 補助の交付に対しましては、町内でも町内外でも条件を満たせばそれは可能という形でござ

いました。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 こういうものの申し方はまずいのかもしれませんが、ある程度今回単純に平成 28 年度、１棟

４戸、また平成 30 年度に１棟４戸考えれば結構想像はつくかなと。あるだろうなというぐらい

の感覚だったと思うんですよ。ある予算づけとしての話とは別になるかもしれませんが、ある程

度想像つく範疇に中でこれだけの予算をつけてやったのであれば、例えばですけれども、町外の

事業者ですとかまた、諸々のところにもっとこの部分を発信しても良かったのかなという気は

しているんですが、そういうような努力と言いますか、活動でもないですね。啓蒙みたいな形の

ことは行っていたんでしょうか。 
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○堀川委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 実際には個別にそういった説明会をということはございませんが、町のホームページにこう

いった事業がございますといった表示を載せたことはございます。まず、実態としてはその程度

でございました。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 基本的に本気で皆さん取り組んでいらっしゃると思っているのですが、外部からのものを引

っ張ってくるということも、今後色んなところで、これだけじゃないです、色んな事業で考えて

いかなきゃならない部分ってあると思いますけれども、ホームページっていう啓蒙の仕方とい

うのもよく聞きますが、果たしてそれだけで本当に良いわけではないような、もちろんホームペ

ージに載せないよりも載せた方がいいです。載せるのは当たり前ですし、それを皆に世界中に見

てもらいたいというのはわかるんですが、それをやったから外にある程度発信しています、では

自己満足だけの世界に陥ってしまうこともあり得るので、もっともっと、せっかく良い事業考え

出されたのであれば、本当に使ってもらえるような、それはもちろんこの今回これだけじゃない

んですけれども、たまたま特化して話させてもらっていますが、そのような形で町が動いていた

だければありがたいなと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 委員おっしゃるように、PRも若干足りなかったのかなという気がいたしますが、実際問題、

清里町には、民間の住宅も無く、例えば公営住宅にしましても入居の条件が厳しくてなかなか入

れないといった中で、民間住宅を建てていただいてそういった方に入っていただければなとい

う思いがありまして、こういった事業を進めてきたのかなと。住宅建設に対しても費用がかさむ

という部分であれば補助をしていきたいといった部分で補助の金額も小さい金額ではございま

せんので、そういった中で補助を進めてきたというところでございます。 

 それで今後に向けまして、一旦事業が終了しているということもございますので今後こうい

ったものを立ち上げる場合には、委員おっしゃったようにもっとＰＲをしていくような形でや

っていけるかといった、そういう要綱を作るのか、そういった部分をよく検討しながら進めてま

いりたいというふうに思うところでございます。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございませんか。古谷委員。 
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○古谷委員 

 高等学校支援の関係で 51 ページ。ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、現

在、清里高校の総合的な支援が、確か平成 16 年にスタートしながら、その後の二間口対策から

５年後には網走南ヶ丘学校の地域キャンパス校になっていく経過の中で、一間口 20 人確保、二

間口から今後は学校存続問題に切り替わっていって、特に平成 26 年度 16 名しか予約希望者

がいなかった。27年には 12 名しかいなかった。存続のための緊急対策として早急に打たなく

ちゃいけないという形の中で、28 年に小清水高校が募集停止ということもあって、これは思い

切った高校存続のためには支援策を打とうという中で、かなり広範囲にわたる対策を緊急的な

対策をうって、しっかりと確保してきたという流れがあったというふうに理解をしています。 

 そういった中で緊急対策を打った段階においては、ある程度３年毎位の見直しをしっかりや

りながらその評価をして、さらにしっかりと高校存続と、特色ある清里高校の教育活動を支援し

ていくという立ち位置に立って支援していこう。そういった一連の中で良いか悪いかは別とし

て平成 30 年に地域連携特別校という形の中で道教委の再編方針が全く変わって、そういった

形については、地域に学校必要でしょ。無くしませんよ。10名以上では無くしませんよという

形で大きく道教委の方の方向性が変わったという中で、非常に町としても教育委員会としても

苦慮しながらその後の支援対策について、どういった方向が本来的なあり方なんだろうか。見直

しも含めて、教育委員会の中で協議されたというふうに理解をしていますし、合わせて新年度、

斜里高校が生徒数、中学校の卒業生等の数から、一間口から二間口に復活して行くという形の

中、そういった一連の流れの中で、特に教育委員会においても見直しを含めたあるべき方向性と

いう部分見直し、全体見直しをやってきた経過を含め、さらには今般新しい教育委員さんが任命

されたりとか、その前にもほぼ教育委員さんが変わっていった経過の中において高等学校とし

ても地域密着型のコースだとかそれから国際理解のコースという新しい教育課程の編成の方向

性をきちんと見つけられたという形も含めて。その中では良い悪いじゃなくてやはりしっかり

と、高校を存続させていき、子供たちの支援をしつつ、全体的な今後のあり方ってものを常に点

検したり協議していくことがどうしても必要じゃないのかというふうに、自分自身も感じてい

るわけですけれども、教育委員会としては今新しい教育委員さんが大幅に変わっている事実も

ありながら、高等学校としては新しい教育のそういったコースを作られて方向性を見出したと

いう中において、どういった形の中で今後の支援のあり方について協議されていくのか。総論で

結構ですから、どういった方向性の中で、さらに高校存続と特色ある清里高校の教育活動支援、

子供たちの進路や学力の向上を、そこにスポットを当てていくのか。支援方策の方向性について

現在考えていることがあれば、ご説明願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただいまの高校支援総合対策事業に対する質問でございますが、委員おっしゃいましたとお

り 16 年から始まったもの、概ね３年のローリングということで進めてまいりました。この間、

平成 29 年度には３年を見越した中、平成 31 年度からの新しい支援方策ということで見直し
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等も行ってきました。見直す環境についてお話をいたしますが、教育委員さんでまず色んな協議

をいたします。その上で高校支援連携会議という中学校、高校の先生、そして教育委員による会

議があり、そこで協議をしてまいります。その中で方向性が見えてきた中、予算的な財政的な考

えもございますので、町に相談をさせていただいた上で、議会にもお話をさせていただく。その

ような中で 29 年だったと思いますが進めてまいりましたが、生徒の立場、保護者の立場、それ

から町として高校をどうとらまえるのか。色んなそれぞれの考え方がございまして、その時見直

しに至っていないという状況がございました。28 年から全面的な見直しを。28、29、30 と

いうことで３年間やってきていますので、31年のローリングという話でございました。失礼い

たしました。そのような中今後先ほど委員申しましたとおり、状況が平成 16 年とガラッと変わ

ってまいりました。先ほどお話にございました、道教委の考え方が変わりました。そして清里高

校自体も平成 16年当初は、９割以上の生徒が清里中学校から進学をする生徒でしたが、令和元

年度現在は地元からの進学が 50％を切った状態で３学年合わせても町外の生徒が多い高校と

なっております。 

 また、この清里高校がございます東学区、ここが網走南ヶ丘高校の間口の減、その前に小清水

高校の閉校、そして女満別高校と、町立の東藻琴高校、これの合併等ということで学区も大きく

変化をしているところでございます。それに加え、近年は学区外に進路を求める生徒が非常に増

えてきております。野球ですとか、工芸、料理といったものに特化した学校、それから進学とい

う観点からは私立の札幌の学校に進路を求める生徒も非常に増えてきている。このような実態

を把握しております。以上のことから、前回の教育委員会議終了後、教育委員会協議会におい

て、これまでの支援の経過、それから高校の実状。今申しました学区や道教委の方針等について

教育委員さんが１回目の学習、勉強会をしたところでございます。今後、委員さんもまた変わっ

てまいりますので、教育委員会あるごとにこれを基に高校支援連携会議の場で議論を深める、そ

のようなことを進めてまいりたいと現在考えているところでございます。以上でございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 課長からご答弁いただいた通り、高等学校を取り巻く環境がもう激変してきているのが事実

じゃないかと。ただ先ほど前段の質問で申し上げた通り、１つはやっぱり道立高校としての清里

高校を存続させていくという考え方。特色ある教育活動についてしっかり町の立場で支援いく

という前提に立って今こういった環境の変化にどう対応しながら、しっかりと地元の高校に進

んでいただくという環境も、よそからも来ていただけるような、教育内容の充実を図っていくか

という、様々な観点からしっかりと、見直しなり評価なりしながら、学校、または先程ありまし

た支援の連携会議の場、教育委員会それぞれの立場によって率直にきちんと検討されるのが必

要じゃないか、そういう認識に立っております。あわせて、また小中学校の連携の新しい方向性

というものを今後進められるという、そういった小学校、中学校、高校という一連の連続性の関

係も今後出てくるわけでして、そういったことを含めて積極的に今後のあり方、教育環境の変化

に伴う部分での高等学校支援のあり方、良い方向に進む中でぜひとも前向きに色んな部分で検

討を加えていきいただきたい、このように考えておりますので、できれば教育長としてどういっ
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た考え方か、総論で結構ですから考え方をお示しいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 ただいまの古谷委員の御質問でございます。清里高校につきましては従来から地域に欠かす

ことのできない高校というふうに私も認識をしております。そういった中、どういった教育内容

が必要なのか。小学校、中学校そして高校へとどういうふうに繋げて行けば良いのか。本町の子

供たちの、そういった特性も鑑みながら小・中と高校まで、できれば全ての子供たちがで進んで

いって系統性を持った教育、子育てができれば良いというふうには思っております。 

 ただ、実際的にはそういった存続の問題もありますし、地元の子供が進学をしたくなるそうい

う学校づくりをするためには、やはり小・中と現状１クラスずつの中で来ている子供たち、子供

たちの考えとしても違った生徒たちとの関わり、こういった交流の中で、自分たちも成長してい

きたいという考えがありますので、そういった面では地元の子を中心としながらも、他町から

も、そういった生徒が入ってくることも高校の中身を高めるという意味では重要になってくる

というふうに考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、そういった環境の変化、道の方針の変化等踏まえながらどういった

本町の高校のあり方が必要なのかということを、教育委員会並びに教育委員さん、そして支援連

携会議等を含めて議論をした中でまたは町、そして議会の方にも協議をさせていただきたいと

いうふうに思っておりますので、今後もよろしくお願いをしたいというふうに思います。以上で

ございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 子ども達のまたは親の選択の多様性というのは、ある意味では地元の子供達が外に出るのは

ある意味では高校存続にとっては辛い状況であったり、逆によその町の子供たちが清里高校を

目指す選択の多様性はプラスに作用している。それが現実ではないかと思います。非常に難しい

側面、財政的な負担だけではなくして教育本来のあるべき姿、道立高校としてどういう形を目指

していくかってことをしっかりと支援しながら、今後のあり方について不断の検討を進めてい

ただきたい、このように考えておりますのでその点議論すること自体がタブーでなくして、議論

そのものが大事だという前提に立って、そこをきちんと町民の方に受け止めていただいて、また

他町村の子供たちや親に受け止めていただいて、魅力ある高等学校をつくった中においてきち

んと存続をさせていく、その方向性を積極的に見出していただきたい。このように考えますの

で、その点についても取り組みをよろしくお願い申し上げます。 

 

○堀川委員長 

 教育長。 
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○教育長（岸本幸雄君) 

 古谷委員おっしゃったように、そういった観点に立って。ただ持続可能な、こういう施策とい

うことが必要になってくるというふうに思いますので、そういった施策の中身、あとは財政的な

部分も含めて、現在の予算投資している金額というのがなかなか非常に大きな数字になってお

りますので、そこも上手く何とか調整をしながら。但し、中身の分は魅力を欠くことのないよう

な形で、そういった生徒のニーズも把握して進めていきたいというふうに思っておりますので、

また協議させていただきたいと思いますので、御協力をお願いしたいというふうに思います。以

上でございます。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 今総合戦略の中で、教育絡みの予算ということで質疑があったかなと思うんですけど、今その

中で臨時職員の関係でちょっと質問したいんですけども、全体の予算の中での予算計上である

程度の臨時職員を確保するという前提での予算立てで 30 年の予算を立ててその中で今回決算

出てきた中１千 500 万近い臨時職員費っていう部分があったんですけども、これは職員のあの

臨時職員という部分で教員の職員ということで間違いないですよね。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 教育支援事業費の中の臨時職員でございますが、特別支援教育支援員、小学校２名と中学校２

名。教育支援員ということで学校に配置しており学習専門員１名と主に教育委員会で勤務して

いただいております教育支援員１名。この６名分でございます。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 学校内における特別支援員の先生という部分が今、２名という説明で間違いないのかと思う

んですけども、この実態。現状では小学校、中学校、色々ありますけども現状の中で若干生徒数

が増加傾向にあるという話を聞いておりますけども、それに対応できるだけの加配の対応にな

っているのかいないのか。昨今、色んな教育環境の中でそういう部分の児童あるいは生徒に対す

る教育的な観点からの対応ということは、常に行政も求められていますから、そこら辺の中で現

状の中で十分なのか、否かという部分はわかりませんけども。そこら辺の状況、30 年度に限っ

てですけど、それは次年度に限っても同じような形で進む部分、あるいは新入生があがってきた

部分でどうなんだという部分がありますから、そこら辺こういう形で総合戦略で見るのか、本来



78 

 

である学校の中で見るのかというのも同じような検討課題になると思うんですけども、そこら

辺どうお考えかお聞かせ願います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 特別支援教育支援員でございます。小・中それぞれ２名ずつ、合計４名の配置となっておりま

す。この配置につきましては、年度当初、小学校・中学校の校長先生、教頭先生と協議をいたし

まして何名が適切であるか、事前に意見聴取、意見交換をしております。その中、年度当初２名

ということの配置となっておりました。またその際、年度途中であっても現場の実態に応じて、

どちらかの学校から１名引き上げ、もう一つの学校に配置する。そのような議論もし、融通がき

くような体制で実施をしているところでございます。 

 しかしながら、現在、清里小学校におきましては支援を必要とする特別支援教育の学級に限っ

たことではなく、普通教室にいながらもやや支援の必要な児童が増えつつある現状を、小学校か

ら聞いておりますので、この部分について小学校と協議をしている経過がございます。その中の

まだ方向、結論が出ているわけではございませんが支援員という立場が良いのか、それとも何ら

かの形でやはり教員という形がいいのか。これについて次年度に向けて学校現場と協議をしな

がら適切な配置ができるか、またその場合、道教委等にも御相談をして参りたいというふうに考

えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今、説明の中で増える傾向にあるという説明がありましたから、義務教育の課程の中では、そ

れはしっかりとそういう児童生徒に対しては対応できるかなと思います。そこで１つ思ったの

は、小・中・高連携という本町では取り組むべき教育長からもありましたけども、高校現場にお

いても普通学級の中にそういう生徒もおられるとなると、そういう部分で、道立高校ではありま

すけども、そういった部分の加配となるものがあるのかないのか。今現場の中ではかなり人員的

に教員の数が少ないという現実もあるのかなと。どうしてもそこには高等支援学校ですか。そう

いうところになかなか受験しても入れないというその間口の狭さの中で、一般の普通高校でお

けるその受験という自体がもうどこの学校、高校でも起こっているという事案があって、特に小

規模高校、こういう部分ではなかなか道教委の学校教員指針の中では定数という問題でなかな

か難しいという話も聞いているんですけども、仮に本町そういう部分で、越権かもしれませんけ

どそういう所も臨時職というのは僕はわかりませんけども仮にそういう形も方向性としては取

れるのか取れないのか。課題として僕はまだしっかり何もないですからわかりませんけども、わ

かる範囲でお知らせというかお聞かせ願いたいんですけども。 

 

○堀川委員長 
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 課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただいまの道立高校におけます特別支援の支援方策、町でということでございますが、まず道

におきましても特別支援教育の支援員の制度があるとういう状況がございます。ただ、やはりな

かなかこれも手を挙げれば即つくという状況ではないように聞いているところでございます。

申し訳ございませんが、現在、道立清里高校において支援が必要な生徒が何名いるのかいないの

か、把握しているところではございませんが、まずは道の制度を活用した上で、それがなかなか

上手くいかず非常に厳しい状況があるということであれば、私ども町教委としても、高校支援今

まで色々しているわけですから、考える余地はあるのかなというふうに考えるところでござい

ます。以上です。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 数字的なものじゃなくて高校にいる、いないというのも僕は余りわからない。ただこういう課

程の中で高校進学に義務教育の中で進んでいくわけですから、やはりそういった意味の選択肢

の中で地元の高校といった暁には、同じような対応というかな考えも出てきた場合にどうする

んだという部分で今、質疑の中でお示ししたんで、ここで答弁とかはいいですけどそういうのは

思いましたから、質問という形で。 

 

○堀川委員長 

 他に、ございませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 前中委員の関連といいますか。もう１回確認したかったんですけども、先ほどの答弁の中で、

特別支援員が中学校２名、小学校２名、あわせて計４名。とおっしゃっていたと思うんですけれ

ども、平成 30 年の予算でいきますと、１千 824万円ですか。この時の説明の中で平成 30年

度の３月の段階で４名中３名で１名欠員ですと説明受けていたと思うんです。それで今回見ま

すと、１千 584 万２千円ということなんで、これ欠員のままにいってしまったものか決算とし

て。もしくはこの１千 824 万の時が３名分だったのか、この辺がよくわからなくなってしまっ

たので、そこを一回整理させてください。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 特別支援教育支援員の採用でございますが、30年度当初、人員が定まらず３名体制で始まり

夏以降、４名体制で行っているということで、現在も４名で行っております。 
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○堀川委員長 

 よろしいですか。伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 もう１回確認です。ということは、当初予算１千 824 万円というのは４名分、５名分を考え

ているものか。６名か。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 説明不足だったと思います。この予算、特別支援教育支援員４名の他に、教育支援員２名を含

んだ予算でございます。そのうち 30年度執行に当たっては特別支援教育支援員、４月から７月

までだったでしょうか。１名欠員で８月から４名体制で行っているということでございます。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 ということは、決算でいくと約 240万ぐらい下がっているんですが、それは何ヶ月か分の減

というイメージなんでしょうか。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 そうでございます。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 もう１点。確認しておきたいことがございまして 52 ページ。地方創生の深化のための推進事

業費にあります、地方創生関係業務委託料 761 万７千何がしなんですが、予算でいきますと

985 万４千円。これが前の質問の時に鈴木教授とかのクリエイターとか諸々とかって話を何と

なく聞いていた気がするんですが、実際どこに支払われているのかお聞かせください。 

 

○堀川委員長 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 地方創生深化のための推進事業でございますけども、これにつきましては大きく分けて、清里

ブランディング事業、清里の交流環境の構築事業、清里町の移住環境の推進事業、３つの事業に

分かれておりまして、清里ブランディング事業におきましては、若手クリエイタ―の関係の事業

でございましてここに支払っている部分、それから交流環境構築事業につきましては、グリー

ン・ツーリズムの関係の事業でございまして、これについては旅行代理店の方に支払いをしてい

るという関係でございます。主にはそのような内容となってございます。よろしいですか。 

 

○堀川委員長 

 他に、ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 関連する部分で確認だけ。地方創生の委託業務、コンセプトブックですとかポスターの制作、

これ具体的にどこに配布されてどのような形で活用されているのか。町内の学習センターとか

トレセンだとかポスターとかお店に貼ったりだとか、コンセプトブックについても学習センタ

ーにあったりするわけですが、具体的に対外的なＰＲ発信といった形の中で作られたと思うん

ですけども、そういったものは町内以外にどこに発信されているのか。具体的な配布先や配布枚

数をお示しいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまのブランディング事業に係りますポスター、またコンセプトブックの関係でござい

ますけども、ポスター等につきましては町内の先ほど言われました公共施設、また町外におきま

しても、観光関係の施設であったり関連するところに送っております。またコンセントブックに

つきましては、町内全戸の方に配布等しながらＰＲ等を図っているところでございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 コンセプトブックは町民向けという理解で宜しいのか。またポスターについて、町内では見ま

すけれども、町外の観光施設とか駅、交通系機関見ることはほぼない。町内施設だけでしか見る

ような状況にないですし、またコンセプトブックは町民向けには当然配布されていましたけど

も、町外的な部分でブランディングという形であれば町外へも発信ということを前提として事

業として展開されていると思いますが、30 年度は町民向けにブランディングをやったという理

解で良いのか。対外的な発信ということで取り組んだという理解で良いのか確認をさせていた

だきたいと思います。 
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○堀川委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまこのブランディング事業の関係でございますが、当然、町内向け、また町外にも発信

という２通りの考えで行っております。ポスターにつきましては、先ほども言いましたけれど

も、関連する観光施設ということで、空港ですとか、また道内以外の北海道に関係する形の施設

にもいっているところでございます。例えば、どさんこプラザみたいな形のところにも発信しな

がら町内にとどまらず、ポスター関係につきましては町外の方にも幅広く発信しながらＰＲを

しているということでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 何を申し上げたいかというと、町民向けにブランディングをやっていくことも大事でしょう

し、戦略的には対外的に交流人口の拡大、関係人口の拡大、ＰＲをしていく、発信していく事業

が主たるものかなというふうに事業の立ち上げの段階、説明の段階では理解していました。 

 ただ現実的に今言ったように良いコンセントブックですし手法論として戦略としてもう１

回、普通で考えればコンセントブック、冊子を作るのは良いとか悪いとかではなく、やはりウェ

ブサイトで、きちんとホームページのウェブサイトで展開していくだとか、もっと具体的に戦略

的に物事をやっていくという展開みたいなものがなければいけないのかなと。手法手段論とい

うのがやっぱりアマチュア的と言いますか、ある意味ではブランディングをさっき委託先が、鈴

木先生を中心としたところですとか、交流関係についてはＪＴＢだったり、何を委託したのか。

だからその辺が極めて制作のソースを作っていただいたという意味での委託というふうに資料

提供というか、素材映像を含めたデザインをしていただいたという委託の部分と、直接的に町が

それを展開していった部分、配布とかきっと町がやられたんじゃないかと思いますけども、その

辺先ほどから同じ話何回もして悪いんですけれど、その戦略的な構築の仕方っていうのが極め

てしっかりと投資したものを事業効果として戦略的に展開するという視点がなかなか見えてこ

ない。 

 今後もあることですから、あるべき戦略というのは、どういった形の中でやっていくのかとい

う、そういった構造化をもっとしっかりと先ほどのふるさと納税も同じです。やっぱりやってい

くという形が、構造化していかないとなかなか他の町の発信から比べると、観光を主体としてき

た町でもありませんし、弱いのは事実ですから。その中で事実を全国発信していく。インターネ

ットを使って、世界中に発信していくなど新しい交流人口獲得していく、関係人口を拡大してい

く、というのがもっときめ細かな戦略ってものをもう１回構造化してやっていく必要があるの

ではないか。このように考えますけども、その辺の捉え方についてどのように考えておられるの

か。 
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○堀川委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの古谷委員の御質問でございますが、先ほど１部答弁漏れと言いますか、ありまし

た。ポスターの関係につきましては先ほど言った通り、空港ですとか道の駅関係とか、そういっ

た施設等にも発送を行っているところでございます。ホームページを活用した情報発信の部分

がありましたけども、コンセプトブック清里 100％につきましては、ホームページのトップペ

ージの方におきまして、検索できるような形をとっているところでございます。 

 後段のこれら事業の戦略的な展開ということでございます。これらの事業展開に当たりまし

ては委員おっしゃれた通り、全国に向けての発信というのが交流人口等の獲得に向けては必要

となってくるのかなというふうに思っておりますので、それらの視点も入れながらきめ細かな

情報発信を進め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ので、御理解いただ

きたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 申し訳ないんですけども、まず謝っておきたいのは、ウェブアップ等はホームページ上でされ

ているという理解でよろしいですね。ホームページ上ではやっているという形で。大変私の理解

の不足でお詫び申し上げたいと思います。 

 あわせて関連してもう１点だけ。交流環境の関係で先ほどＪＴＢに発注したというお話です

けれども、具体的に何事業を、どの事業をどの金額で発注されたのか。 

 

○堀川委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問でございますが、このＪＴＢへの委託の関係につきましては、グリーン・ツ

ーリズムの推進ということで、モデルコースであったりモデルプランの構築委託料としまして、

ＪＴＢの方に委託料を支払っているということで、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 その他、グリーン・ツーリズムの推進に清里の交流環境構築事業におきましては、それらの他

にも北海道生活とかそういうような雑誌関係のＰＲ執行も含めてこの事業については展開をし

ているところでございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 細かいことも良いんですけど、実証実験事業的なパイロット事業的に、今年度商品化していく

ためのそういった方向性という説明を何回も受けています。常任委員会でも受けていますし、昨

日の一般質問の中でもやりとりがあったというふうに理解しているんですけども、ＪＴＢには

具体的に幾らで具体的な業務としてどういったモデル事業が実施され、どれだけの人が当町に

来て交流人口として来られたのか。ちょっと確認をさせてください。 

 

○堀川委員長 

 今、わかりますか。課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの実績についての数字については持ち合わせておりませんので、後ほど報告させて

いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的な質問だと思ったんですけど、後ほど整理をされて決算審査の期間中にまた御提示い

ただきたいと思います。危惧しているのは議論の中であった昨日から続いている部分ですけれ

ども、商品化していくんだよという時に、商品化そのものの事業主体というのはどこなんでしょ

うかということなんですよ。特にモデル事業とか、先行的な実証実験事業、30 年度やりました。

31 年度は商品化しますよというところに持っていく。ただ６月の補正予算ですから、なかなか

いけないんで立ち上げが遅れているということも理解したうえで、その事業主体というのはど

こが担っていくのか。そういった商品を、ＪＴＢないしエージェントという表現をずっとされて

いますけど、そこは商品として今後清里町に来る、ツアーとかグリーン・ツーリズムとかそうい

った体験を売るという商品を、これから首都圏や関西圏や札幌圏で行うというそういった意味

合いで言っていらっしゃるのかどうか。その展開の流れを具体的にお示しいただきたいと思い

ます。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの事業展開につきましては、観光協会の方でこの仕組み等を受けていますので行っ

ている状況ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 私も観光のプロじゃないんで、ただ自分の職歴とか経験からいくと、観光協会は商品は売れな

いんじゃないですか。旅行業法の資格を観光協会はお持ちだという話ですか。ちょっと違うとい

うふうに。例えば今色んな地域で着地型と言われるようなグリーン・ツーリズムや町長はホワイ

ト・ツーリズムだとかアクティビティだとか、体験型とおっしゃる。農業体験も含めてやってい

ますけれども、商品として売れるのは旅行業法上の資格を持った者しかできないわけであって、

当町であればきっとユースですとか、そこはお持ちになってらっしゃるけれども、観光協会自体

がＮＰＯで旅行業法の資格を持っているというふうに私はちょっと認識してないんですが。そ

の辺は間違いありませんか。今、その委託先ですから。実証実験は今言ったＪＴＢとか何か大手

エージェントとしてしました。商品を連続して受けて商品化は観光協会が商品として売り出す

というのは間違いありませんか。制度上の話ですからいいです。ただそこでしっかりと整理され

ていないということだと思いますので、あるとすれば観光協会とエージェントが組みながら共

同事業として、旅行業としては観光協会が行わないでそのエージェント資格を持ったとこがや

っていくって組み合わせになる。そういう理解でよろしいでしょうか。商品化商品化という言葉

だけで動かさないでその実態的な事をきちんと現場の中で整理されて物事を進めていくという

形が必要になってくる。特段否定しているわけじゃなくて、そういったきちんとした整理が行政

内部でできないといけないんじゃないか、それが基本的な事業の入り口だということをもう１

回ですね。確認をさせていただきたいと思いますので。 

 

○堀川委員長 

 審査の途中ですけども、審査が長時間になったので、ここで５分ほど休憩をとりたいと思いま

す。10分にします。55分まで。 

 休憩  午後 ３時 45分  

再開  午後 ３時 55 分 

 

○堀川委員長 

 休憩を解いて再開します。 

 皆さんからの質問をお受けします。答弁。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 先ほどの古谷委員からのご質問でございます。JTB への清里交流環境構築事業の委託費につ

きましては、357 万７千 662 円いう金額になってございます。またこの事業の実績の関係で

ございます。コンテンツについては北海道きよさと まんなか ひとりじめ事業ということで、コ

ンテンツがありまして、例を挙げますと、江南ダウンヒルサイクリングが昨年でいくと、13件、

裏摩周ダウンヒルサイクリングが８件、パークゴルフについては昨年については販売実績はご

ざいませんでした。神の子池のスノーシューハイキングは４件の販売実績というふうになって

いるところでございます。その他、モニターツアー等の実施をしているところでございます。 

後段のこの商品の販売の関係でございますけども、これらの商品の販売につきましては、プラン

ニング含めて、JTB が行っているということでご理解いただきたいと思います。観光協会につ

きましてはその事業の窓口といいますか、着地の部分の窓口、例えばガイドの派遣ですとか、エ

ージェントと連携した中でこの事業を展開しているということで、ご理解いただきたいという



86 

 

ふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 理解させていただきました。旅行業法の資格をただ逆に言えばですね今後の戦略、これだけを

総合戦略の中で投資をしてきている、パイロット事業やってきている中において、着地型として

地域振興やったり交流人口やったりどうすべきかということが今後とも大手エージェント、実

証実験がですから、沢山いなくても良いんですけど、13名とか８件とか、４件、極めて少ない

人数。これが商品化した時また大手に委託なり、発注した時にそういった成果が得られるのか。

各地小さな自治体が現在取り組んでいるのは観光協会がＮＰＯであったりとかこの株式会社で

あったりとかまた任意の個人のそういったことを地域で取り組む人たちが新しい会社を作って

株式会社にしたり、ＮＰＯにしたり色んな形の中で資格をさらに旅行業の資格を取ったりとか、

ガイドをその中で雇用したりとかって新たな地域における着地の体制をつくっていかない限り

は、今言ったような形の中で先行投資しながらやってきたものが、地域にきちんとフィードバッ

クされないし、事業効果、経済効果もあがっていかないのは、これがどう見ても事実じゃないで

すか。そこをきちんと戦略化していくことが、やはり総合戦略の交流人口、関係人口を含めた分

の今後の課題というふうに私は捉えておりますが、そういった認識についてどのように、30 年

度の関係については十分理解させていただきましたので、結果についても理解いたしますので

今後しっかりと実証実験だとか新しいパイロットの色んな課題を掘り起こすための事業として

の位置づけというのは、十分理解しましたので、特に今後の展開が非常に重要になってくると思

いますのでその辺の考え方がもしあれば、最後にお聞きしたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 担当課長の方から先ほどから御説明させていただいている通りです。本事業につきましては、

清里の魅力というのは委員もおっしゃったように、なかなか観光で清里町導き出さない部分が

あると。いうような部分の中で清里の魅力大きな畑であるとか、いわゆる景観であるとか子供達

がいきいきする姿を見せるだとか、人と人との温かみだとか、そういった部分で、ポスターやコ

ンセプトブックで清里の魅力を発信しながら清里に実際に来てもらったりお試し住宅なり、観

光なりというようなことで少しずつ交流人口の輪をというようなことで、大きく JTB だとかそ

ういった民間企業の力も借りながら、大きくＰＲしていったというような部分で実証実験もや

ってきたというような部分があります。ですから今後、今まさしく古谷委員がおっしゃる通り、

今後どういう町として展開していくのかというような部分がありますんで、町の中でも民間と

してガイドをやっている方も何人もおられますし、観光協会もありますので、そういった部分と

どうタイアップして商品の販売方法とか、そういったところもありますので、今後そういった町

民の力といいますか。そういった行政とそういった部分でタッグを組めるところはしっかりタ
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ッグを組むなり戦略的に進められるところはしっかりとどういうふうに進めていくのかという

部分もスピード感をもって進めていきたいと思っていますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございませんか。ここで説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。ないよ

うですので、暫時休憩します。 

（説明員交代） 

 

○堀川委員長 

 民生費１項社会福祉費、１目社会福祉総務費 52 から 54 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 2 目障害者自立支援費、54 から 55ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次、行きます。３目福祉サービス事業費、55ページ。 

 （「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 続いて、４目老人福祉費、55から 57 ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 52 ページのケアハウスの関連事業という形の中で、公的社会福祉協議会、指定管理ですから、

どうのこうのという話じゃないですけれども現実的に 50 床で、民間でみるところの損益の分

岐というのはどこなんでしょうか。入居費用がそれぞれ所得によって違っているわけであって、

需要調査をやられて、それを含めて約 14 億を超える経費をかけて建てられて、現在は 30 名

を超えて増えているということで、喜ばしいことなんですけども、いろいろと計算してみると満

床といいますか、全部の部屋がびっちりになっても低所得者の方に対する２分の１とか３分の

１の支援というのは、町単費の持ち出しということでも当然必要なことだというふうに高齢者

の住居対策として意味合いとしては理解するわけなんですけども、全体経費の中で損益の分岐

というのは計算されてシミュレーション色々とされていると思うんですが、そこをどこに置い

ておられるのか。心配しているのは 50 室満室になっても、一般会計から持ち出して運営してい

かないと民間と違って民間であれば引当だとか減価償却含めて積み立てするんですけども、こ

れは町が建てたのでそれは必要ないと思うんですけど、現実的にその辺のシミュレーションは

されているのか。まずお伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長 
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 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君)  

 まずはじめに古谷議員ご指摘のとおり、何人でこれだけの施設を賄えるのかという計算をし

ておりまして、そのとき確か 49．・・・、50 床に近いだけ。ということであります。 

 議員おっしゃった通り、町の施策として低所得者の方への部分がございますので、やはり一般

会計から持ち出しは出てくるのかなと思いますけれども、皆さん方からいただく入居にかかる

お金、それ以外につきましては特別交付税という形にもなっておりますので、じゃ幾らだという

ふうに言われますと、はっきりした金額は申せられない部分ございますけれども、議員がおっし

ゃれられた何人だという部分については 49、50に近いだけの人数になってくるのかなと思い

ます。また議員おっしゃられた通り、現在、30名近くの方が入居しているんですが、今月、24

日に選考委員会がありまして、その時６名の方の選考が入るような形になっておりますのでお

っしゃられた通り、徐々に人数が増えているということで御理解いただきたいなというふうに

思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に心配された形でしたが、徐々に増えている、これは喜ばしいことじゃないかなと思いま

すし、町当局、社会福祉協議会が連携して、当初スタッフがなかなかつかない中でもしっかりや

っていこうと。ただ現実論として、今課長からお話があった通り、ほぼ 49．何人が入室しない

限り損益分岐ということは、今後、逆に言えば言い方はおかしいですが、現実的にも今は職員の

関係、例えば栄養士がいらっしゃらないだとか、ほぼ臨時職員の方で賄っているという状態の中

で隠さずに言った方が地域の高齢者の福祉対策として一般会計からのある限度額と言います

か、持ち出しが必然的に必要なんだってことを損益が成り立つという考え方は難しいというこ

とを明確に言いながら運営をしていくことが正当じゃないか。 

 逆に言えば、これだけ 49．何人入るのかとか、満床じゃなければとか、40 名じゃ１千万の

一般会計の持ち出しだとかでなくて、今はうちの町のこうした置かれた状況の中において、出来

た施設を有効に利用してもらうためには、ある一定の一般会計からの持ち出しというものをも

必要だという共通認識を行政側と議会と町民の皆さんに持っていただいて、出来た施設を有効

に使っていただくという、そういった方向で運営されていくべきが本来じゃないのかと現時点

にたっては、計画段階では色々あったと思います。議論があったと思いますし、30 室にしよう

かとか、料金設定をどうしようかとか低所得者に対する支援を町としてどう考えるか非常に悩

まれて、しかしもう出来た施設ですから。 

 いかに有効に高齢者のために活用していくかという観点にも論点を切り替えていくことが必

要じゃないかというふうに考えるところですが、課長ないし理事者の答弁をお願い申し上げた

いと思います。 

 

○堀川委員長 
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 課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員おっしゃった通り、高齢者のアパートと言いますか、居住。地域包括ケアの住まいとして

のケアハウスということがあります。料金設定の際もできるだけ抑えるという形で、７名の職員

に対して正職が３人、臨職が４名という形になっております。今の段階では入居者が 30 そこそ

こですので、現在のところはやっているような状況でありますが、今後入居者の方、本当に介護

が必要になれば、違う施設に入らないといけない部分がありますが、そこそこの見守りが増えて

来ればこれらも社会福祉協議会とも話しながら職員体制をどうするかというのは出てくるかも

しれません。そういった意味では議員おっしゃられた通り、町からの持ち出しの部分も考えなけ

ればいけないところなのかなと思いますので、今言われたことは、もう応援という形で捉えさせ

ていただきまして、その時点になりましたらご協議の方を申し上げていきたいなと。 

 これにつきましては、やはり町全体として予算の関係もございますので、協議をしなければい

けないところなのかなと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 決して青天井で良いという意味じゃなくて、ある一定のやっぱり行政負担というものを踏ま

えた中で健全な経営、住民サービスに繋がるような形をぜひ目指していっていただきたい。 

 あわせてもう１つ、どうしても心配なのは徐々に今後の審査で 36 名になるんじゃないかと

いう見通しの中で、それは喜ばしいことだと思うんですけれども、入居する方、本当は入居した

いんだけれどもどうしようかなという方、昨日の一般質問の中でも申し上げたんですけども、懸

念は、そこで病気になったりとか、障害を負った時の次の生活の場が入居するとなかなか見出せ

ない。 

 町長の一般質問の答弁でいただいた通り、クリニックの病床、設備あるものをどうしていくの

か。それともう１つは特養、老健、機能分担という形の中で自立的な生活ができない中において

も要支援、要１・２であればケアハウスの中で暮らしていける、軽度の１ぐらいだったら何とか

いけるんじゃないかとか、２・３になった時にどこでケアしていくか。リハビリを含めて。やは

りそういった仕組みの再構築というのをどうしてもせっかく建てた部分を有効的に機能させる

ための必要な環境条件じゃないか、とこのように考えるところでありますが。その辺非常に現実

論としてクリニックの 19 床を動かすというのは、もの凄く大変な逆に支援額６千万を１億に

しなければ、例えば看護師さんの部分、介護士の部分だとかいろんな形の経費負担が増して、そ

の支援額を踏まざるを得ないということが予想されるんではないかという状況の中で、どのよ

うに構築していくか。すぐ答えの出ることじゃですけども、ここ１・２年の間において、あるべ

き姿というのは町長の昨日の答弁で求めていくということでしたので、その辺もう一度再確認

をさせていただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 
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 課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員おっしゃったとおりですね。昨日、町長の方からも中長期的な考え方も検討しなきゃいけ

ないというところで回答があったと思います。議員おっしゃった通り、要介護とかなってきます

けども、町の方、地域ケア会議を実施しておりまして、それらの方がどういうような状況かとい

うのは医者、それから看護師、ケアマネ、それらの方が毎月お話をしているような状況でありま

すので。ただ、おっしゃられた通り入院病床がない、特養の関係、老健の関係というのがありま

すので、そこの今ある町の施設、資源ですね。これをうまく活用しながらやっていくのがやはり

地域包括ケアに進んで行きますので、これらを引き続きやりながら情報共有を図りながら進め

ていきたいとこのように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常に高齢化率が 36％を超えてきている状況、そういった中において１次医療等が当町だけ

でなく、小清水、斜里にお願いしなくちゃいけない。急性期についてもリハビリが厚生病院は初

期の段階では持てないといった状況において、介護、医療、福祉、予防というのはもっと有機的

に繋がっていかなきゃいけない。今町が持っているソースというものを最大限利用しながらあ

るべ姿はきちんと将来的に求めていくけども、現実的な対応も日々しっかりやっていく。この両

面性をもう１回しっかりと進めていただくことは、安心安全の町長のおっしゃっているまちづ

くりに繋がっていくと理解しておりますので、それについて、もし具体的な個々の部分はよろし

いですけど、その辺の考え方を再度御答弁いただけると大変ありがたいこのように考えます。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 今回ケアハウスが供用開始をされまして、特別養護老人ホーム、また介護老人保健施設、そし

てケアハウス、さらには診療所と一連の施設の方は大体揃ってきたのかなというふうに思って

います。これを有機的に、どう地域としてケア体制を組んでいくかとこういうことになってくる

んだろうというふうに思っております。全体としては地域包括支援会議、ケア会議がありますか

ら、その中を使いながら、関係の方々をしっかりと連携をさせて結びつきを持って行くという手

法をとっていきたいと思っております。 

 それと、特に先ほどご質問ありました。ケアハウスの関係については、あくまでも高齢者のた

めの福祉施策としての位置づけで、収支も度外視でというわけにはいきませんけれども、収支の

部分に縛られることのないように、きちっと手当てするところは手当していきたいなというふ

うに思っておりますので、今後においてもできれば本当は最低でもトントンくらいになれば良

いなというのが率直な気持ちですけど、仮にそれが出ても、やはり福祉対策の中の清里町のお年
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寄りの皆さんが住みやすいと言っていただけるような、そういうまちづくりのためにこのケア

ハウスもそうですが、老健も特養も、クリニックも含めて一体的に運営ができればという思い

で、今後とも進めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

 

○古谷委員 

 十分に理解いたしましたので、その方向で進めていっていただきたい、ただ１点だけ。今般の

夏、非常に高温な状況において入居者の方が苦慮された色々経過があるでしょうけども、事実と

してあったという形の中でその辺の今後の対応をどのようにされるのか。非常に苦慮されてい

る、10億以上もかけて総事業費やったところで。実際運営している方は異常気象だとか高温で

構造的な話だとか設計値ではこうだったけども、なかなかそうはなってなかったとか色々なこ

とがあると思いますけども、それはそれとして今後の対応、現時点においてどのように考えてい

るか、その点だけちょっと確認させいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 今年の夏、確か８月の頭ぐらいでしたか、かなりの高温になりまして実際、１人の方がクリニ

ックにいって点滴を受けたのも事実でございます。これらを鑑みまして来年度に向けて、どのよ

うな形がいいのか、設計の方と相談しているような状況でありますので、その期間が１週間ぐら

いで収まってはいるんですけども、やはり命を預かっているという部分がありますので、一回出

来た施設でありますが、必要なものについては協議が必要になってきますけれども、どのような

形がいいのかということで今進めている段階でありますので、何もしていないというわけでご

ざいませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 また、それらの方針が出た段階で、予算が伴いますので、議会の方とも協議をさせていただき

たいとこのように考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 老健施設についても年次的に２階の個室に対して、冷房の関係の設備をここ２年程されてき

ている経過、そして新しい施設が残念ながら当初の設計値ではきっと廊下等の暖房を使ってい

けば、ある程度居室の関係ついても冷房を使っていけばきちんとカバーできるだろうという設

計値でされたと思うんですけども、現実的にはそうはなってなかったという形の中で、やはり必

要なものについては必要だという形の中で、マイナスではなくして今言ったような改善をして

いくという前提にたって早い段階でまた協議をいただくということが必要だとそういった認識

に立ちたい。このように考えますのでその取り組みについて積極的に前向きに取り組んでいた

だきたいとこのように考えております。 
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○堀川委員長 

 その他ございませんか。 

 なければ次に進みます。５目国民年金事務費、57 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

 次、行きます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、57から 58 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

 次、行きます。２目保育所費、58から 59 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

 次、行きます。３目子育て支援センター費、59 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

 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。伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

 保育所費。58ページ。保育事業費の臨時職員賃金。予算からかなり下回っていますが、これ

の理由をまずお聞かせください。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 保育士事業費の臨時職員の賃金でありますが、もともと札弦でいきますと、臨時職員がござい

ます。それから清里でいきますと、正職の他に臨時職員がおりまして、その他に臨時職員がどう

しても休みを取らないといけない時、その場合の代替職員をとらないといけない部分がござい

ます。それらも含めた中で、多目な予算の配置をしているというのが実態でございますのでどう

しても予算との乖離があるということでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 今の課長の答弁かなりわかりやすく感じております。ただ、その中で１点確認、札弦保育所で

正職１名の本来、臨職２名で清里保育所２名正職の臨職４名なのかな。その中で平成 30 年の予

算の時には、清里保育所４名の臨時の中の３名が欠員であったような気がしていたんですが、私

の記憶違いならそれで構わないんですが。現段階で、実際平成 30年度は臨職等は元々求めてい

た臨職の人数になっていたのか、いなかったのかわかればお願いします。 
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○堀川委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 人数的に申しますと正職の部分でいきますと臨職さんが１名、１つのクラスを担任している

のは事実でございます。これについても今現在、ホームページ等もご覧になっていると思います

が、正職員の採用に向けて、随時出しているわけなんですが、現実的には来ていないような状況

であります。臨時の方にクラス担任と申しますか、それを持ってもらっていて、大変苦労をされ

ている部分はございます。札弦でいきますと、再任用の職員と臨時さんが２人ということで、こ

れは認可保育所としては必ず必要な人数ということでありまして、認可されていない保育所で

あればもうちょっと人数が少なくてもいいんですが、今現在、清里も札弦も認可保育所でやって

おりますので、職員数でいけば、臨時職員も合わせれば足りているということになりますが、正

職員は１名足りないというような形でありますのでご理解いただきたいと思います。引き続き

ホームページ等募集は続けているような状況でございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 子育て支援センター費の関係で、臨時職員１名体制だと思うんですけれども、この予算だけ見

れば。そしてきっと保健師さんだとか正職１名、臨職は１名ですね、了解しました。正職１名、

臨職１名の体制だときっとそれに保健師さんですとか、栄養士さんがチームを組みながら色ん

な部分で対応を図って、個別的な教室、学級とか相談業務を担っていらっしゃるというふうに思

います。将来的にきっと認定こども園ということが将来的な構想になっていますので、そういっ

た中でどういった形の中で包括的なのか総合的に併設するのかといろんなビジョンが今後検討

されるんですけども、極めて町長の施策の中で子育て支援が重点施策という中において、他町村

がこれはもの凄く進んでいるというのは事実であって、当町の関係でいくと、実質的業務等を見

ると、月曜から金曜日まで、９時半から 11時半。午後は相談なり自由という形で今ほとんどの

町村が土曜とか日曜、祭日関係なくやっているし、また正職を中心とした。というのは、先ほど

教育委員会の教育費の中でもありましたけども、その特別支援の体制への連動なんですよね。ど

うしても良い悪いは別として、実態的に乳幼児を持つお母さん方お父さんも含めてなんですけ

ど、やっぱり発達障害ですとか多動という形の中で非常に子育てに悩みを抱えながら、しかも都

市と違いますから専門の医者がいるわけでもないし、色んな部分で地域で悩みながら子育して

いく。その時にしっかり受け止めてくれる子育て支援センター相談業務、さらには、そこで子供

達が遊びや協働事業を通じながら、それを乗り越えていく仕組みづくりというのは非常に重要

視されて近隣市町村でも重点的事業という形の中で、しっかりと取り組まれているというのは

事実じゃないか。その連続性の上に小学校における特別支援の厚みのあるものを行っていく。そ

ういったことを考えた時に今後さらに新しい認定こども園のとかそれは必要でしょうし、それ
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に併設するかわかりませんけど支援センターもありましょうけども、現時点においてそういっ

た子育てに関わる色んな悩みや相談を抱えているお母さん方、お父さん方、家庭がいるとなら

ば、そこに対するアプローチというものをもう少し積極的にやった方が良いのではないかと考

えているところでございますけども、どのように捉えているのか。御答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 

○堀川委員長 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員おっしゃられたとおり、大変重要な問題でございます。国の方でも地域子育て包括センタ

ーですか。たしか来年、再来年までには設置をしなさいと言われておりますが、今の子育て支援

センターは保育士がいますけれども、実はそこに保健師を配置しなければいけない部分がござ

います。ただやはり資格職これの採用につきましては、なかなか難しいところがあるんですね。

やはり清里町という土地柄もございますが、来てくださる方もいらっしゃれば採用の募集かけ

ても来ない場合もあります。ただ、今現在産休で休んでいる保健師もございますのでそれらも含

めた中でやっていかなきゃならない部分です。ただこの辺でいくと、網走市がやっとできたよう

な状況でありまして、まだ斜里郡３町でもできていないような状況でございます。小学校の問題

もございましたがやはり特別支援の教室がございまして、かなり苦慮されている部分がありま

す。この部分はおっしゃられた通り、小さい頃からお母さんとお子さんの相談業務を行いなが

ら、斜里町の子ども通園センターへ入れるですとか、あとは美幌療育園とかは凄く混んでいて入

れないような状況でございまして、旭川、帯広の病院を紹介しなければいけないという部分があ

りますし、児童相談所との繋ぎ込みもありますし、これらも含めた中でやっていかなければいけ

ないという事実はございますので、考えていないということではなく、検討段階にあるというこ

とで、どうしても人の配置が出てくるということでちょっと御理解をいただきたいなと思いま

す。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 特に乳幼児、小学生は幼児も含めて、例えば療育手帳をもらいながら対応していかなくちゃい

けない。そういった方向の中で、非常に親御さんたちが悩んで苦労しながら、子育てしている。

これは当町においても非常に大事な課題ではないか。子育て支援、町長の手厚く現物給付の関係

についてはこの８年間の中で、しっかりとやられてきたというふうに私も評価をしています。た

だ、そこでもう１つ、今後必要になってくるのは今お話したような現実的なそういった子育ての

悩みを持ったり、課題を持っている子供たち、家庭をきちんと支える相談体制や支援体制という

ものが、もう少し人的な確保する難しさは当然あるわけなんですけれども、そこをやはりもっと

しっかりと重点化していくという方向をやっていく必要があるのではないか。子育て期間中の

父親やお母さん、それを強く望んでいるのではないのかと当町においても。と感じているわけで
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すが、その辺もし宜しければ、町長、その辺の考え方をお示しいただければありがたいこのよう

に考えます。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 子ども子育ての施策については私も重点的な施策として今日まで取り組んできたという経過

がございます。中でも保育所関係、やはり手をかけなければならないお子さんもいらっしゃいま

すので、そういう部分についてもきちんと。正職でありませんけども、臨時の資格を持った職員

を配置しながら、今も進めております。それからまた小学校、中学校という先ほどの支援員。そ

ういう繋がりをきちんと今も持っております。 

 さらに子育て支援センターの中で今保育士１人と、臨時の方との体制を組みながら連携をと

りながらやっているところでもございます。基本的にそういう流れの中でやっていきたいと思

っていますし、また斜里の子ども通園センターで、もし色んな課題が出た場合においては、そち

らの方にもお願いをしながら連動性を持って対応しているというような状況にもあるわけであ

ります。今後の中でそういう色んな部分でのちょっと手をかけなければならないという部分は

これからもまだまだ可能性があるだろうというふうに思っているところでもありますので、今

後の対応も含めて、どういうふうにしていくか、これから検討させてもらいたいなというふうに

思っております。今の段階でどうこうっていうのはまだ持ち合わせておりませんけれども、しっ

かりとそこのところはサポートできるような体制を組んでいけるように、我々としても検討を

加えていきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

他に、質問漏れはありませんか。なければ説明員交代のため暫時休憩します。 

（説明員交代） 

 

○堀川委員長  

休憩を解いて再開します。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、59から 60 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

２目予防費、60から 61 ページです。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。３目各種医療対策費、61から 62 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○堀川委員長  

次、行きます。４目環境衛生費、62から 63 ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員  

63 ページの合同納骨塚の整備 507 万円で、事業を施行されています。頻繁に耳にするのは、

出来て良かったねという話と、一方でせっかくできたのに墓標と言いますか、があって、その前

に例えばお参りに行っても花を乗せたりする台も何もない。もし行ったとしても地面に置かざ

るを得ない。先行して同時でやった小清水とかも当然この種の事業ですから先行しながらとか

並行しながら近隣町村もしっかり見ながらやった。例えば小清水でいけば、そういった前の台で

すとか、そこに駐車場を併設。２台か３台。高齢者が多いだろうという形で、ベンチを置いたり

だとか色んな具体的な、当町で言えば、塚があって、何もない。そういった設計、施工のあり方

というのは、小さな話でいかがなものか、やはり色々ありましょうが関係ないという形の中であ

るんでしょうけど、基本的にはお参りに行くと、花を置いて持ち帰るとか、せめてそういった行

為がされるわけで、その辺の配慮というのはほとんどないのかな。なぜそういったものを今回の

事業の中で設計上作らなかったのか。必要ないという認識だったから作らなかったと思うんで

すが、他町村のそういった成功事例とか、並行しながらやっているものも沢山あると見てこられ

たんだと思うんですけども、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君)  

ただいま古谷委員の質問ですが、設計する段階におきましては、常任委員会等にお話しをさせ

ていただいて設置したというふうに聞いてございます。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

常任委員会で協議されたと思う。ただ結果として、現実的に町民からどうしてなんだろうとい

う声が上がっているという事実についての認識はあるのかどうか。それに対する改善は全くし

ないで現状のままでいくのかという認識なのかどうなのか。事実として、みんな同じなんですけ

ども、こういった主張が生じたとか、こういったことをもう少し加えた方が良かったねだとか。 

当然全ての事業にあるわけで、それを修正していくとか改善していくというのは当たり前の

行政行為であって、ちょっといかがなものかという話を議会でもきっと課長答弁では議会とも

しっかり協議して、議会もそれで良いと言って、それで予算は可決されたじゃないかというそう

いった論理に繋がっていくんじゃないかと思うんです。 

ただ現実としてそういった今年のお盆も含めて色んな町民の皆さんの声を含んで、もうちょ

っと配慮があっても良いのではなかったのかなと。それについては今後ともその辺の、修正とか

改善はしないで、今のままで行くという認識で捉えていいのか。もう一度再度その辺の考え方を
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示していただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君)  

ただいまの御質問でございますが、直接私の耳にはそのような意見は伺ってはございません

が、そういった意見があるということであれば、状況を把握しながらより良き合同納骨塚にした

いという気持ちでおります。参考までに、合同納骨塚につきましては、平成 30 年度中にご利用

いただいております。４月から８月の間に９件利用がありまして、今現在 13 体が入っていると

いうことでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○堀川委員長  

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

今、課長答弁もございましたけれども、そういった声があるということであれば、その声を色

んな部分でお聞きして、改善できるものはしっかりと改善するということで、できる限りそうい

った方々の声に耳を傾けて改善できるものは十分に検討して実行してまいりたいと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

課長から答弁、副町長から答弁あった通り、作ったことによってそういった使っていただく方

がある程度いらっしゃって、大変喜ばしいというふうに思いますし、また今言ったように、１度

やった事業が良いとか悪いとかじゃなく、やっぱり気がついたとか色々な修正が必要なものに

ついて、そこはそれで改善を加えていくというのは当然のことと思いますので、今後の検討の中

でさらにどういう方法が可能なのかということも含めて。１度作ったやつをですね。根本からひ

っくり返す話じゃありませんから全く違う形のものですから、その辺を十分検討いただきたい、

このように考えます。 

 

○堀川委員長 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 十分に検討させていただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございませんか。  
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 なければ、５目保健福祉総合センター費、63から 64ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次、２項清掃費、１目清掃事業費、64から 66 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 お諮りします。本日は、ここで延会としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会とします。なお、明日 19 日を休会とし、20日の午前９時 30分

より審査を続けたいと思いますが、よろしいですか。 

では、20 日は９時 30分から審査を継続したいと思います。本日はご苦労さまでした。 

 

（延会  午後 ４時 43 分） 
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平成 30 年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第３日目） 

 

令和元年 ９月 20 日（金） 

 開 会  午前  ９時 30 分 

 閉 会  午後 ３時 44 分 

 

 

●出席委員（６名） 

  委 員 長  堀 川 哲 男     委  員  村 島 健 二 

  副委員長  伊 藤 忠 之     委  員  古 谷 一 夫 

  委  員  前 中 康 男     委  員  岡 本 英 明 

 

 

●欠席委員 

  委  員  池 下   昇 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長       引 政明    副町長        本松 昭仁 

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

  町民課長             熊谷 雄二    保健福祉課長     野呂田成人 

  産業建設課長     河合 雄司      焼酎醸造所長     清水 俊行 

  出納室長       永野  宏     

  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 

    書  記       世良 奈都子 

 

 

○堀川委員長  

本日もよろしくお願いしたいと思います。 

それでは休憩を解いて再開します。66 ページから再開しますのでお開きください。 

 

○堀川委員長  

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○堀川委員長  

次、行きます。２目農業振興費、67から 69 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。３目畜産業費、69 から 70ページ。古谷委員。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○古谷委員  

確認をさせていただきたいのですが、町営牧野管理の関係で利用実態どういうふうな形で、入

牧数の管理頭数と。実績についてお示しいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

30 年度の利用実績でございますが、４戸の利用で入牧数が 75 頭となっております。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

年度によって利用の関係については波があって、ある程度の酪農家、畜産の方々が利用されて

いるという一方、管理経費の見合いと従来から議論されていると思うんですけども、10牧区管理

されて保有しているうち、１牧区になると思う土木関係、土等の公共事業と他の事業に伴う部分

の土の管理の関係で使われていて現実的に９牧区ありますけれども、なかなか全部が使い切れな

い状態なのと、追肥管理上の関係でここ 10 年以上、全体的な管理頭数が減ってきている。そし

て畜産農家の動向等踏まえて、どういった形で牧場全体を利活用していくかという方向性につい

て、整理しなければならないと思ってきたと思うんですけども。今後の取り組み、かなり農協と

か利用者との協議もあろうかと思いますけども、ある段階で整理されて行く必要性が町としても

強く認識はされていると思うんですけども、その辺の今後の方向性、また取り組みというものを

具体的に今考えているものがありましたらお示しいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

ただ今委員の方からありました牧場の今後の活用について、実態といたしまして入牧数が減っ

ている中で、従前より全体の中の５牧区までを追肥等行って利用しているという形になっている



101 

 

ところでございます。相当数、奥の方の６牧区以降の部分については管理状態、管理という形で

は行っておらず従来の形に近い形になってきているというのが実情でございます。その中で現在

の利用状況からみますと、５牧区までの活用が大体適正な面積と考えておりますので今後、奥の

方の活用していない牧区については別な利用等があるのか模索しているところでございますが、

なかなか現状といたしましては良い活用方法が見出せていないというところが実情というところ

でございます。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

担当課含めて町全体大変苦労されているし、現実的に畜産農家、酪農家がいらっしゃるという

現実を踏まえた対応と、両方のバランスの話だと思うんですけども現実的に５牧区だんだん荒れ

てくるというのも事実ですし、観光に利用しようという発想自体が生まれてこないというふうに

思うわけであって、環境的な部分で保全していく形が前にも議論あったとおり、木を植えて植栽

をしながら、林地に戻していくのかとかあのままの状態で結局管理されないままの視点と荒れて

いく状態ですし、将来的にも牧区に戻すことは逆にできないんじゃないかという状態までもう来

ているというふうに私自身は認識するわけで、その辺のことについては現実対応って形の中で、

しっかりと方向性を早い時期にあれもあるな、これもあるなと可能性ばかり探っていても現実的

に非現実的な可能性を探る必要はもうないのかなというとこもありますので、現実対応というこ

とを含めて今後の対応を検討していただきたいというふうに私自身は考えるわけなんですが、そ

ういった方向性の検討なのか。理想的なあるべき姿みたいなものをさらに可能性を求めてやって

いくのか、検討する基本的な方向性の考え方をできればお示しいただきたいと思いますが。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

理想的な、入牧頭数も増えていただいて、そういった部分で、牧場としての活用ができれば本

来としては良いという方に考えますが、委員おっしゃるように、奥の方の牧区につきましては、

実際としては、草地に戻すのは実際的にはなかなか難しい状況になってきたところが現実ござい

ます。そんな中で今後、委員の方からも若干ありましたが、植林なんかも含めまして現実的な問

題としてどういうふうに確保していったら良いかということを今後検討してまいりたいと思って

いるところでございます。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

十分理解しました。ただ、方向性として今言ったような形の中で、あの町だけでは決められな



102 

 

い形だと思いますので、ある一定のたたき台を作って農協や関係団体、利用者、早い段階で、協

議、議会への具体的な協議を進めてある一定の方向性の中で整理をされるようにぜひ取り組みを

前向きに進めていただきたいと存じます。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

関係団体とも十分協議した中で進めさせていただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

その他、ございますか。それでは次、行きます。４目農地開発事業費、70 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

５目道営整備事業費、70 から 71 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。２項林業費、１目林業振興費、２目自然保護対策費を一括で。71から 72 ペー

ジ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

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。 

ないようですので、暫時休憩します。 

休憩  午前 ９時 38 分  

再開  午前 ９時 39 分 

 

○堀川委員長  

休憩を解いて再開します。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、72から 73ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。２目観光振興費、73から 76 ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員  

73 ページの観光地の整備基本計画業務委託料なんですけども、委託の業務の中身の範疇とい

うのはどこまでだったのか。基本的には神の子池とさくらの滝の整備を中心としたものだったん
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でしょうけど、全体的な業務委託の範疇は本町における全体的な観光地の整備計画なのか特定の

今申し上げた町の広報等で示されている分とか委員会審議の経過等見てみると、どちらかという

と神の子池とさくらの滝を中心としてきた整備というのは形でしか見えない部分があるので、全

体的な町の観光地整備のマスタープランを立てたのかどうなのか。その成果品はどんな形で示さ

れたのかあわせてお尋ねしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの観光地の整備事業の関係でございますけども、これにつきましては清里町の貴重な

自然環境の保持を図りながら、自然の保全に配慮しました有効的な活用に向けての観光地整備の

方向性を定めるための基本構想を策定したということでございまして、今委員おっしゃった通り

基本的には神の子池とさくらの滝の、本町にとって重要な観光地ということでその分についての

基本的な計画を作成したということで御理解いただきたいというふうに思っております。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

この業務委託の内容については、全体的な観光地の基本的な本町における全体的な計画なくし

て、今言った特定２ヶ所に重点化したという形、表現的には焦点を充てた部分というふうに理解

させていただいてよろしいでしょうか。その確認だけです。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

今の御質問、委員おっしゃった通り特定的な神の子池、さくらの滝の基本計画、整備計画とい

うことでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長  

その他、ありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

２点続けて関連する部分があるので。整備計画については重点化、焦点化したという形なんで

すけど、並行しながら既存の観光振興計画を立てながら、年次プロットして進めてこられている

形、よく山へ登るので登山道の新道が非常に何年か整備されてきて、滑落とか、滑ってとかの事

故が多かったというのがあって、特に新道側が下りの整備が年次的にしっかり整備されてきてい

ると理解しているんですけれども、大体毎年 100万前後で進められているという形で、先般もき
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っと登山道の整備は関係者の皆さんによって、秋口どうしても春先じゃなく秋口収まった時期に

向けてやる。大体どの山も秋口この時期、９月から１０月にかけての時期に整備が大々的に入っ

てくるという形になってると思うんですけども、今後の登山道整備のピッチをどのように考えて

るのか。具体的ですが、中長期的な話だと思うんですけども、その辺で、毎年この程度やってい

くという形なのか、ある程度、現段階において、そういったものが 30年度、31 年度含めて大体

整ったと考えているのか、ただ実態的にあの山を登っている百名山含めて非常に重点的な観光ス

ポット調達など、より安全性の確保をというようなことがどうしても新道側、下り側の春先の土

砂の流れ、すでに水で流れ春先に掘れているということもあって非常に重要になってきている。

道内の他の百名山等も含めた部分もあって、特殊な山は別として、最近事故防止で整備が進んで

いる実態の中において、どこがやるのという議論は以前あったと思うんですけれど、やはり実態

として、国や道が難しいという中に町が先頭切ってやることは、評価されるべきだと思うんです

けれども、現段階における整備の実態と、今後の計画、整備をやる前にも人的な部分でヘリコプ

ターを使ってやるわけでもないですし、非常に大変な思いをされてやっている実態も増えていま

すので、その辺に対する支援の在り方、財政的な負担もこの程度で良いのかとか、期間で良いの

かとか、そういったところも含めて現段階でどのように捉えているか、斜里岳登山道に関する今

後の見込み、今ある実績、方向性について御答弁願いたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

： 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの斜里岳登山道の整備の関係でございます。委員おっしゃった通り平成３０年度にお

きましては６月から 10 月にかけまして一応、自然工法による登山道の修復、講習会もしながら

登山道の整備を行っていたところでございまして、記載の金額で行ったわけでございます。今後

の関係でございます。本町だけではなく、関係団体、道立自然公園の中ということもあります。

また本町の重要な斜里岳は観光資源というふうに考えているところでございまして、登山にあた

っては安全に登山が出来るというのが必要かなと思っております。今後もなかなか本町以外の団

体、国も含めまして連携等、実際に整備の方は難しいというのはありますけども、基本的には登

山者の安全のために、現状の中で今のところは進めていきたいと思いますけども、今後、安全第

一のためにどのような形でできるかというのが、やはり必要になってくるのかなというふうに思

いますけれども、現状ではここ最近整備しているような形で毎年必要なところの登山道の整備に

ついては随時行っていきたいということで安全面に配慮し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。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

現実的には担当課長もご存じの通り、新道は熊見峠から、下二股の間が重点的に整備されてき

ていると押さえています。まだあるのはその区間だと認識しています。ほとんど上りの事故より
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一般的な事故は下りの区間で起きている実態。そこに含めて決算ですけれども、新年度予算を踏

まえながらあの部分についての安全確保や百名山、観光スポットとして重点的な斜里岳という考

え方について、ある意味先行しながらある程度重点的な予算というものを使いながら、ある部分

は人手だけでは、今は観光協会とかガイド協会を中心にやっておりましょうけど、業者委託も含

めながら、ある程度早い時間でやるものはやっていくという形の考え方も必要ではないかと認識

していますので、今後の予算編成の中で含めながら十分検討いただきたいと思います。 

もう１点だけ、山小屋の管理の関係で、今新しい山小屋として協力金制度という形で、指定管

理の中の歳入のその協力金の徴収は織り込まれていると思うんですけれども、条例上の話ではな

いということも含めて、今後観光施設は神の子池に駐車場が整備されてくる、当然その管理経費

はどうするのかとか、管理方式は全然決まってないという話で今後検討していくと話していまし

たけれども、その条例上じゃない利用者に対する協力金の求め方というのを、何を基準としてく

るのか。何を根拠としてあくまでも指定管理の実制に委ねていいものなのか。料金設定から条例

上料金を徴収するという形の根拠、今お話しの通り新しく整備されるであろう駐車場の管理上の

考え方。その辺の一定の整理をしておく必要があるんではないかと思うんですけども、まず現況

の山小屋における条例上規定されてない協力金の徴収というのは、どのような位置づけになって

いるのか。あわせて今後整備されるであろう神の子池等に伴う駐車場の管理等に伴うトイレの使

用に伴う協力金というものが今想定されているか。想定されているとすれば、どのような考え方

で今後進めていくのか、あわせてお伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

まず前段の斜里岳登山道の整備の関係につきましては、委員おっしゃったとおり、今、観光協

会が中心になりながら整備の方を行っているところでございますが、今後、登山ということで命

に関わる部分ということで、登山道の整備というのは本当に重要になってくると思います。その

辺については手法等も含めまして色々検討してまいりたいと思っているところでございます。 

それから２つ目、後段の部分の山小屋の関係の管理に係る協力金。山小屋の方ではトイレ等使

用の部分については協力金ということで、今頂いているということで。それにつきましては一定

の斜里岳山小屋等含めまして、維持管理に係る部分の、ある程度の負担をいただくという形でそ

の部分については協力金という形で今現在は頂いているということでございます。 

また、今後整備が予定されております、神の子池の関係につきまして、まだこれから先ほど言

ったとおり管理・運営についてはこれからの部分もありますけれども、これからの検討課題とな

りますが、重要な観光地、これから守っていかなければならない自然環境ということもありまし

て、正直な話、検討段階で決まってない部分もありますけれども協力金になるか、ある一定程度

の負担もそれらも視野に入れながら今後、管理方式について十分に検討して参りたいというふう

に思っているところでございます。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 
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○古谷委員  

色んな考え方があろうかと思いますし、受益者負担とか利用者負担というのがあるものについ

て生じてくるということはやむを得ない。ただその位置づけみたいなものがしっかりとしていな

いと協力金そのものがどういう意味合いなのか。利用の対価なのか。あくまでも寄附的な行為と

して環境保全とかそう言ったのに対して形なのか。そうした場合についてその使途がどのような

形で使われているのかとか、さらに今後そういった形で新しい施設の整備に伴う部分をどうして

いくのか、行政上の基本的な考え方というのを内部的にも外部的にもしっかりと整理される必要

があるわけです。今でも整理されていると思うんですけれども、その辺の理解がしっかりと共通

的に行政内部だとか指定管理者の中においても、利用される側においても共通的に理解あるかど

うかというのが非常に重要で。具体的に申し上げますと道内のそういった環境保全という形の中

で進めている、各種のそういった観光地の駐車場の利用などについても。具体的に言うと雨竜湿

原なんかについてはそこで、環境保全の協力金で今年度前年度、何百万円協力金いただきました。

そのお金については、遊歩道の整備に幾ら使った、トイレの整備に幾ら使った。必ず明示をされ

て利用者についても理解できる形になっている。したがって、何に使われるかわからないじゃな

くて、これはこういう形で自分たちで利用の対価としてさらにその寄附行為として自然環境の保

全に対して利用者も協力するんだと明確にしながらやっていく。それは町にとってもそうでしょ

うし、その管理する法人においてもそうでしょうし、利用する側にもそう。明確に見える形の手

法論というのを少し検討されることも新しい戦略的な方向性としては、清里の町はこうして明確

にしているんだなということが外に向かって見えるような形というのが必要な時代に入っている

かなと。その辺も含めて、ぜひ新しいそういった神の子池の課題も長い先じゃなくて、すぐ目の

前にありますので、ぜひとも前向きに検討いただきたい、このように考えますが、どういった方

向の中で検討するかとご答弁を願えればと思います。 

 

○堀川委員長  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

まず課長の方から答弁させていただきましたけれども、登山道の整備の関係、再度申し上げた

いと思います。課長が説明したと通り、今の登山道につきましては、委員ご存じのとおり、敷地

的に道立自然公園ということで人工的な部分の投入がなかなかできないということでありますか

ら、その中でどういった工法ができるかということで、いろいろと自然工法を取り入れながら、

今も作業を進めているということでありますので、なかなかお金だけの問題ではなく作業時間と

言いますか、作業効率の部分もありますので今は自然の今の現状維持を元に戻せる、再生できる

ような仕組みの中で山を守っていく、環境を守っていくという取り組みをしておりますので、金

額もそうですしスピード感もある程度必要ですけれども、担当課長が申し述べた通り、今の現状

の中でおっしゃられた熊見峠から下二股までを重点としながらも、今年度につきましては聞くと

ころによりますと下二股付近で、ちょっと危険な場所もあったのでそこも手直しをしていただい

たという報告も受けておりますので、そういった部分含めて今後とも危険箇所、重点箇所を含め

ながら今までどおりの自然工法を使って進めてまいりたいというふうに思っておりますので、ご
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理解を賜りたいと思います。 

それから神の子池、斜里岳山小屋のトイレの協力金もそうですけれども、今後行われようとす

る神の子池の協力金のあり方でありますけども、委員のお話の通り、基本的な考え方としまして

は例えば管理人の人件費にあてるとか、そういうことではなくて出来れば今の方向的には寄附金

というような扱いの中で寄附金として、その自然環境を守るという形の中でそういった使途を明

確に協力金・寄附金をいただいた方に使途を明確にできるような表現方法、アピール方法を考え

ていきたいと思いますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

基本的には登山道などは自然再生を前提として、現実的に自然再生工法だけではこれどこも国

立公園であろうが、どうしてもそういった自然工法以外の方法も加えてやっていかざるを得ない

ところについてはやっていくという形がすでにそれは何十年もやってるわけで、すべてが自然公

園だからとか国立公園だからと自然工法じゃなければいけないとそういう意味で取り決めは１つ

もないわけであって、そこはちゃんとしっかりと実態に合った。ただし自然をできるだけ負荷を

かけなくて再生できる工法ってのは自然工法以外の工法もあるわけでそこを勘違いしないでいた

だきたいとことと、それから今言ったような形の中でやはり完全に使途を明確にしてと言ってい

るんじゃなくて、もっともっと積極的にそういったものがしっかりと共通的に、町、それから利

用者、管理指定しているもの中で共通的な認識に立ったうえで一定のルールというようなものを

きちっと明示できるようなところに落とし込む。先ほど申し上げた、神の子池どうするんだとい

った時に、８万人の利用者がありますよ。何千台か何万台か推計されているとは思うんですけど、

利用の今後の見込み。そういった時にどうするんだという。実態的に出てくるから、そういった

ものについてしっかりと今の段階において方向性をきちんとしておかないといけない、行政的な

課題ではないかという点においてもそれも併せてご理解をぜひいただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの御質問でございます。後段ありました今後整備を進めていきます神の子池、あそこ

に７万人以上の観光客が今のところ来ているというところでございます。今後トイレですとか管

理棟、また駐車場も含めて整備を進めていくということでございまして、今後その整備も含め管

理運営等、十分に今委員がおっしゃったことも含めながら十分に検討してまいりたいというふう

に考えております。 

 

○堀川委員長  

他に、ありませんか。なければ次に進みます。３目オートキャンプ場費、76 から 77 ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長  

次、行きます。４目江南パークゴルフ場費。77ページ。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。 

 

○前中委員  

先ほど空き家の関係で質疑したいと思いまして。今現状で観光協会のホームページ上に空き家

バンクの情報提供があるんですけれども、それと絡めて本町には継続事業という形で住環境づく

り推進事業あるいは空き家店舗の出店の関係の会場費等いろいろメニューはあるんですけれども、

なかなかここに来て実行率といいますか、そういう部分がなかなか具体的な大きな空き家、ある

いはそういう部分で進んでいない状況がありますので、今後に向けてどのような形である程度コ

ンプリートして、まとめてそういう空き家や空き店舗の問題もありますけども、そこら辺の方向

性をこれから考えていかなければ、本町のシンボル的な存在の空き店舗もありますから。そこら

辺重々とどう考えているか、そのスタンスだけ方向性なりを答弁願いたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

今の空き家の関係でございます。今委員おっしゃった通り、清里・札弦・緑、それぞれの地区

におきまして空き家が増えている実態となっているところでございます。住環境づくり推進事業

によりまして、空き家の活用事業の交付金ですとか、住環境づくりの促進事業、住宅改修に関わ

る部分ということで現在空き家の解体にかかる費用の一部助成等、住宅の安全性、耐久性及び住

環境の向上を推進するため、いろんな施策を今のところ行っているところでございます。なかな

か空き家自体の改修にすぐにはいかないわけでございますけども、実績としましても住宅の改修

ですとか、空き家の取り壊しの申し込み等もありまして、その事業に使用しているとこでござい

ます。また店舗の関係につきましても、市街地を見ますと空き店舗があるような状況でございま

して、それらにつきましても一体となって住環境又は景観の面からも施策を総合的に勘案しなが

ら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が、なかなかいっぺんにいかない

部分でございますけれども、いろんな施策を組み合わせながら空き家また空き店舗の関係につき

ましては十分に今後進めて行きたいと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。 

 

○堀川委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

本当に大変な問題で早急に解決策というのは見えてこないかと思いますけれども、しっかりと

そこら辺を抑えながら、動きは現実、空き家に対して移住定住ではありませんけども、そういう

動きはやはり少なからずあるというのも事実として捉えながら、その人たちがまた新しいビジネ
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スチャンスとしてその地域で活躍されるというのも１つの手法ではありますけども、そこに対す

るワンストップ窓口というものが、どうも分散化されてしまうとこういう制度が後出しであるん

だねという部分と、移住定住のフェアに行政も参加されていますけれども、かなり観光協会がそ

ういうフェアに参画されているという実態もありますけれども、そこら辺連動性がないというの

は垣間見える部分もありますので、そこら辺今後の中でもう少し工夫なりできる部分できない部

分もありますけれども、検討していただければと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

今の空き家バンクも含めまして移住定住の支援策の関係でございます。観光協会と十分に連携

しながらそれら空き家等の解消が出来るように十分に進めていきたいと思いますし、移住定住事

業につきましても十分な連携のもと多くの方にちょっと暮らしも含めまして本町に来てもらうよ

うな施策を十分に連携しながら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。 

 

○堀川委員長  

他に、質問漏れはありませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

今の前中委員の質問に対して関連して、さらにという話なんですが、今空き家もちろん商店の

方も話されていましたけれども、商店の方に特化した話を聞きたいんですけれども。御承知のと

おりと言いますか、うちの町だいぶ空き店舗が増えてきております。空き店舗になってから年数

もかなり経ってきております。人の出入りがない中で時間が経過していきますと、傷みも激しく

なっていきます。町の中心部に前から言っていますが大きな空き店舗が１つある。さらに何店か

小さな店舗もあります。これをずっと放置しておくと痛みも激しくなりますし、景観上も余りよ

ろしくないかなと思う。今までいろいろなことを執行者も考えてこられたとは思いますが、色ん

な策は出しているんですが、なかなか結果に結びついていかない。やっているからどうしようも

ないではなく、さらに次の１歩踏み込んだ形での施策を考えていくなりして行かなければ、実は

商工の方々、一緒に商店街を形成して一緒に頑張っておられた方々にしても、あそこがずっと空

き店舗になっているというのは、正直厳しいんだと。イメージも余りよくないんだと。でも自分

たちだけではどうにもできないという話をおっしゃられている商店街の方々が結構おられました。

本気になって、だいぶ前からこの話をしていますよね。している中で町の方からの考え方も聞い

ております。ただそれは結果に結びついていくような形の実行をしていかないと難しいと思いま

す。その部分を現段階でどこまで捉えて検討されているのか。空き店舗の関係で。それをお願い

したいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの委員の御質問の空き店舗の関係でございますけども、平成 30 年度に清里町商工振

興計画の策定をしております。その中でもいろんな課題があるわけでございますけれども、商店

街また市街地区の活性化には、やはり空き店舗また空きスペースの活用が大変重要だということ

で、計画の方にも載っているところでございます。重要な課題として捉えているところでござい

ます。今後、空き店舗、その他のいろんな商工振興策があるわけでございますけれども、計画策

定しただけではなく、この進行管理が重要になってくるかというふうに思っております。空き店

舗の関係もそうでございますが、その他も含めまして十分に先ほど真剣にということがありまし

た。積極的にこの関係については改善が図れるようアクションプラン、この計画の中でも立てて

おりますので進行管理と検証をじっくり行いながら少しでも解消できるような形で取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。 

 

○堀川委員長  

伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

課長の答弁ありましたけれども、そこに期待していきたいと思っております。ただ、それを否

定するわけではないですが、今まで色んなことをやって、今回は商工振興計画を立てたので、ま

た新たな展開が望めるのかと思っております。 

町長が従来おっしゃっている通り、町の中心部ですのである意味公共財ですということも昔町

長がおっしゃっておりました。本当にその感覚があるのであれば空き店舗がある意味公共財なん

だという捉え方をしたいという力強いお話がありました。今まで単に側から見て空き店舗があの

ままだとイメージが。という話はしていましたが、今は現実に一緒に生業を行っている方々が苦

慮されている。その現状を十分に認識して頂いて、次なる一歩を踏み出していただきたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの委員の意見等も参酌しながら、どういうことができるのか公共財としての活用の話

も出ておりましたが、いろんな方向からこの問題については検討してまいりたいというふうに思

っております。 

 

○堀川委員長  

他に、質問漏れありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

観光振興の関係で、どこでお尋ねしようかなと思ったんですけれども、観光振興計画ができて、

施設の整備だとか新しいスポットの整備だとか色んなイベント事業、支援事業、観光協会を通し
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ながらとか実行委員会を通しながらやっていると認識しているわけなんですけども、グランフォ

ンド。自転車観光振興の関係で回を重ねて 200数十人とか、町外からも愛好者の方が来てそうい

った成果を上げておられると思うんですけれども、観光振興計画等を見ていくと新しく町内の駅

には平成 30 年度レンタルの自転車を置きますよとか、そういった話が載っている。イベント型

が良いとか悪いとか言っているわけじゃなくてそういった大きなイベントをやりながら自転車文

化を新しいツールとして発信していく段階において、具体的申し上げますと、駅だとか、道の駅

だとか、宿泊施設とか観光スポットにサイクルスタンドが置いていたりとか空気のエアクレーシ

ョンがやるようなところがあるだとか、あとはマップを作れると計画に載っていますから、具体

的にどういった形のかとそういったものがイベントとして成功されてるというのは、十分認める

ところなんですけど、それを地域振興、人の流れを作っていきながらそれを新しい観光のツール

としながらやっていくというところが、自分も自転車やりますのでこう周っていてもそれが日常

化されてきていないんじゃないか、イベント型だけで追っていくんじゃなくて、イベントは一つ

の動機づくりのきっかけ、入り口であってそれを日常化していって人の交流ですとか経済効果と

かそういったものを地域に波及させていくってことがなかなか見えてこない。このままグランフ

ォンドでやっていって、今言ったようなことがしっかりとバックグラウンドとしてきちんと支え

る仕組みとか仕掛けだとかというものをハードも含めて今後整備されていかれるのか、いつの段

階になったらやられるのか非常に気になるところです。ハードやソフトを日常化していって、し

っかりと新しい地域振興、地域観光のツールとしていく方向性が見えているのかどうなのか。き

っと観光協会だというふうにおっしゃるかもしれませんが、それは町と観光協会との連携でやら

れていると思いますので、その辺の整理、事業展開、方向性、戦略がというふうにおっしゃって

るんですけども、具体的にどのようにされているのか。現段階における 30 年度における具体的

な取り組みの成果、今後の方向性がありましたらその辺ご答弁願いたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの御質問でございます。グランフォンドにまつわる自転車のイベントについて本町で

は年々参加者も増えながら行っているところでございまして、後段ありましたうちの町で現状を

見ますと、ウォーキングですとか、あとは自転車、うちの道路環境とか自然環境を見た場合に自

転車の今後の可能性というのが広がるのかなというふうに思っておりまして、観光振興計画、29

年 3 月に策定した中でもいろんなイベントの関係も含めて記載をしてるところでございます。 

現状、イベントからまだある程度脱却できていない部分もあるかもしれません。ただうちの町

にありました自転車に係る事業展開というものを、今後、今現在、観光協会またはその他のとこ

ろにもサイクルスタンドを含めまして、いろいろ話かけを今行っているところでございまして一

つの自転車をツールとしながら今後地域振興ですとか、観光振興に繋げていければいいなという

ふうに思っておりまして、今後ソフト面、またハード面も含めまして展開が出来ればというふう

に今のところは思っているところでございます。 

 

○堀川委員長  
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古谷委員。 

 

○古谷委員  

十分理解させていただきました。ぜひしっかりとその辺の戦略展開の形の中で。気になります

のは、振興計画の中で３つの駅の中にレンタサイクルなんてできるのかなと、逆にできないこと

まで書き込んでしまって、できることを先送りして、あまり手をかけれていない。例えばスポー

ツサイクルだとかロードのサイクルのスタンドとかそういったものが道の駅にあるのか。無いで

すよね。裏摩周にあるのか、ないですよね。さくらの滝も無いないですよね。そういうふうにや

っぱり去年始めた事業じゃなくてこれ何年か重ねていって、そういったスポーツサイクルだとか

新しいものを展開しようとした時にそんなにお金がかかる事業じゃないはずなのに、なかなか手

がけていけないとか。 

もう１つあるのは、これはご存じのとおり、インバウンドの関係についても積極的に観光振興

計画の中でやっていきます。商工振興計画の中でやっていきます。オホーツク圏域の中でいくと

北見市を中心に住民票をおきながら、インバウンドを含めた協議会できている清里町は参加でき

るのか参加しないのかということもありましょうけれども、そしてグランフォンドでいくと、

160 キロ 170 キロいくと小清水、斜里とか近隣市町村との連携だとかって、そういったやはり

具体的なハードとソフトのお金かけなくてもできるところについてそういった意味では人材とか

マンパワーとか具体的に展開していった時に足りないのかな。お金だけの話じゃなくして。そん

なことも考えますので、ほんとにできることを。できないことを載せるのではなくして、できる

ことを今言った戦略の中においてしっかりですね。せっかくあれだけの立派なグランフォンドを

やってるわけですし、町民のボランティアの協力をいただきながら１つの大きなツールとして展

開しようとしているのですから、そこをやっぱり丁寧に次の地域振興に繋がる交流人口の拡大に

繋がる手立てとして有効に使っていくという考え方をしていただきたい、このように考えますの

で今後の取り組みついて再度答弁を求めたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

先ほどから出ております、グランフォンドをはじめとします自転車のイベント、自転車文化と

いいますか。その辺につきましては先ほどから委員おっしゃっておりますが、今後イベントだけ

にとどまらず、できることを計画にも載せている部分もありますけれども、先ほどもお話させて

いただきましたが、一部関係団体であったり事業所等にも話しながら今後そういうスタンドみた

いな形も含めてハード面・ソフト面、どこまで今後できるかわかりません。出来ることから進め

ていければというふうに思っておりますし、１つのツールとして今後交流人口また観光に繋げる

かどうかも模索しながらこの事業について、自転車の新たな取り組みについて、進めて行ければ

と思っているところでございます。 

 

○堀川委員長  

よろしいですか。なければ、ここで暫時休憩に入りたいと思います。 
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（暫時休憩） 

 

○堀川委員長  

休憩を解いて再開します。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁、77 から 78 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長  

２目道路新設改良費、78 から 79 ページ。岡本委員。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○岡本委員  

79 ページの道路保全工事請負費 21号道路の舗装整備だと思うんですけれども、2千 800万

今後どの辺まで舗装整備されていくのか。何年かけて。 

 

○堀川委員長  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

ただいま御質問のありました 21 号道路の整備計画でございますが、昨年度につきましては舗

装補修ということで 353ｍ実施したところでございますが、５ヶ年計画で９線道路まで進めてい

く予定でございます。 

 

○堀川委員長  

岡本委員。 

 

○岡本委員  

21 号道路、２線から麦作工場や澱粉工場に向かう道路、今舗装されていると思うんですけれど

も、道幅が私個人的に狭いと思っているんですけれども、今後舗装もされますけれども、将来的

に道路拡張をするようなものはしていけないものかと個人的に思うんですけれども、その辺お聞

かせ願えればと。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

現在の計画では、路盤と路面の補修という形で考えておりますので、拡張の部分まで計画はし

ていないところでございます。 

 

○堀川委員長  

岡本委員。 
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○岡本委員  

あの道路、向陽・江南地区で農産物の物流の道路となっていますので何とか。女性の方もトラ

ックの運転多いんですけども、将来的にもし可能であればやっていただきたいなというのがお願

いなんですけど、もし可能であれば。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

21 号道路につきましては農産物の搬送につきまして重要な路線であるということについては

町も十分周知承知しているところでございますが、現時点ではまず路面の補修というか、そうい

った部分で対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

 

○堀川委員長  

岡本委員。 

 

○岡本委員  

将来的にもし可能なら検討の方よろしくお願いします。 

 

○堀川委員長  

なければ次に行きます。２項都市計画費、１目公園費、79 から 80ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次、行きます。３項住宅費、１目住宅管理費、80 から 81 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

それでは次、行きます。２目住宅建設費、81ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

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。 

なければ、ここで 10時 35 分まで休憩したいと思います。 

 

休憩  午前 10時 25分 

再開  午前 10時 35分 
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○堀川委員長  

それでは休憩前に引き続き、審査を再開します。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、82 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

２目教育諸費、82 から 84 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

なければ次に行きます。２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費を一括で。84 から

86 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

なければ次に行きます。３項中学校費、１目学校管理費、２目教育振興費を一括で。86 から

88 ページ。岡本委員。 

 

○岡本委員  

87 ページの、中学校の空調整備設計業務事業、冷房だと思うんですけども、たしか教室にはエ

アコンがつくということなんですけど、職員室には確かつかないという話だったようなんですが

職員室もつけることって今後可能なのかどうなのか。お聞かせ願います。 

 

○堀川委員長  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

ただいまの中学校のエアコンでございますが、現在、生徒が毎日使います普通教室と、それか

ら保健室、斜里岳プラザ、ここに設置をいたしております。職員室につきましては工事には含ま

れておりません。設置自体は可能でございますが基本的には生徒が環境の良い中で学習をしてい

ただくと。そのような観点から教室に設置をしているところでございます。以上でございます。 

 

○堀川委員長  

岡本委員。 

 

○岡本委員  

大変暑い日が続くことも多いので、先生方の体調の面もあると思いますので、もし可能であれ

ば今後設置していくようにしていただければ良いかなと思うんですけども。 

 

○堀川委員長  
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課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

学校施設につきましては、現在長寿命化計画ということで今後の改修等計画を進めているとこ

ろでございます。小学校にも今後、設置を計画しているところでございますが、状況を見ながら

中学校の改修計画などの状況も見ながら検討してまいりたいというふうに考えますので、ご理解

いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

関連したことなんですけども、ケアハウスの冷房設備について前向きにやっていくという話を

回答いただいたわけなんですが。考え方として今回はきっと小学校、中学校義務教育の教室につ

いては関西圏、大阪での色んな事故等を踏まえた中で、環境整備をしていこうという一連の流れ

の中で、国の交付金等の制度を緊急対策という形で対応していく。それだからやろうという話に

なったと思うんです。けれども国の方針ですから。文科省の方針だから。そういった中で、現実

の中で北海道はどうなんだという議論もされたというふうに思うんですけれども、やっぱり実態

対応じゃないでしょうか。小学校、中学校、義務教育。夏休みですよね。あるところの教室は冷

房が整備される。ところが教職員は、勤務体系が変わって、逆に言えば夏休みも勤務されている。

今年の実態みたいにそういう形で。過去と勤務状態が違う。働き方改革をやっていく、有効な環

境で働いていく。役場であろうが、学校であろうが、どこであろうが時代に対応した部分で必要

なものに対応していくという考え方で幅を持たしてやっていくのが良いんじゃないかな。原則論

は十分理解します。ただ今、岡本議員がおっしゃったように働き方の環境、それは、役場だろう

が農協だろうが保健施設があろうが病院などがやはり意見をこの環境の下で実態に応じたそうい

った設備をして働く環境の改善を図っていくというのは当然じゃないかと思いますので前向きに

今後小学校もあるでしょうから並行しながらそいった環境整備を前向きにされていく、それが１

千万。２千万かかるわけでもありませんし、ある一定の良好な関係において教育内容の充実に向

けて、教職員の方の働く環境が良くなることはプラスに作用していくんではないか。このように

考えますのでぜひ前向きな方向の中で早急の対応をぜひ検討願いたいと思いますので再度答弁を

求めます。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

職員室の冷房設置でございますが、基本的には町全体の公共施設の冷房の考え方ということが

ございますので、教育だけ独自ということにもならないのかなというふうには考えております。

しかしながら、現在教職員の働き方改革ということで今回補正予算でも勤怠管理のシステム導入

等取り組みを始めたところでございますので、今後、教職員の勤務実態等も把握しながら町とも
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協議しつつ、今後の長寿命化計画の中で検討を進めてまいりたいと考えておりますのでご理解い

ただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

他、ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員  

中学校管理費の中で昨年グラウンド整備ってことで土埃だとかそういう対策、本町の市街地に

もかなり草が多くかなりそういう苦情なりそういう部分で今回こういう予算の中で整備されて、

そういう部分では本当に前向きな対応だったと、これは高く評価している事案だと。あの周りの

一帯、奥の斜里川沿いの白樺、そして隣の農家のトドマツの伐採と、かなりの環境整備ができた

と本当に素晴らしいことだと思います。その中に何点かだけお聞きしたいものがありまして。ト

ドマツの伐採はかなりの立木数があって、工事段階でかなりあそこに堆積していた経過がありま

す。これは売払い収入があったのかなかったのか。まず１点。 

それともう１点、今年かなり間伐の中で、芝生の植生、かなりそういう管理、今後その維持管

理の部分で散水という部分が芝の管理というのは大変大きな労務環境になるのかなと思いまして、

そこら辺の今後の中の見通しだとかその管理手法、今の学校現場で取り組みを行うのか、どうす

るか。そこら辺もあわせてその２点説明していただければと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

立木の売り払いは特にはございません。工事費の中で精算になっております。管理につきまし

ては本年度よりシルバー人材センターに委託をしながらやっているところでございます。そして

私どもも今年確認をしておりますが、早い段階でだいぶ枯れている状況がございまして、それに

つきましては専門家の方にお伺いしますと、芝生自体が自分を守るために枯れるという話を聞い

ております。いずれにいたしましても近年、カラスによりまして芝生が荒らされる状況、これも

出てきておりまして対策の必要性を感じているところでございます。 

散水につきましては、現在グラウンドの中に散水の施設を持っているわけではございませんが、

これにつきましても専門家の方のご助言をいただきながら虫の関係、カラスの関係、そして水の

関係、これについてですね。多方面から検討してまいりたいというふうに考えますので、ご理解

いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

再質問であれですけども、立木かなりあったと思うんですよ。本来であれば、そういう立木と

いうのも、ある程度立米数わかれば。そういう部分も歳入の中というか、本当に微々たるものか
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もしれませんけれども、そういうことも考えられるのかな。これは財産じゃありませんけども、

そういう部分がまず１点と。 

虫の話も今されたんで、かなりカラス集まってこれは多分町内における公園、例えば、緑ヶ丘

公園もそうですし、札弦のパークゴルフ場も同じようにあるんですね。あのカラスが今ちょうど

飛んできてあの辺のちょうど野川道路のところの電柱に常にカラスがいると。あそこは歩道上は

皆さん御承知のとおり、一面白い状態になっているというそれは夜になるとカラスは夕暮れ時に

は帰るんで、どうしてもはあそこに防風林側に行くというか、牧草に発生する虫なんですよね。

除草剤が可能かどうかというのが学校現場としての１つのネックなんですけども、そこら辺もこ

れから検討しながら進めていただけると思うんですけども水の問題と、芝生の管理これほんと大

変なんでやはりなかなか軽微な部分ではないのかなと。そこら辺もシルバー人材センターで今運

営しているということで答弁いただきましたから用務員の仕事では到底無理かなと思いましたん

で、そこの確認を込めての質疑だったということだけ。今後に向けて、その辺も考慮するのかど

うかもあわせて答弁願います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

まず虫を含めた芝生の管理でございますが、私どもプラネットでも一部同じような状況が発生

しておるところでございます。これにつきましては私まだ除草等の知識不足でございますが、こ

れについては失礼しました殺虫剤ですね。もちろんプラネットも含め、学校は常に児童生徒の使

うところでございますので、それが可能なのかどうか。これについては検討してまいりたいと思

います。また水蒔きにつきましても、当然用務員だけではできませんので、本年度よりシルバー

人材センターにお願いしているところでございます。今年度１年間の芝の反省を踏まえた中で次

年度の管理のあり方について再度検討してまいりたいというふうに考えておりますのでご理解い

ただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

他に、ございませんか。 

なければ次に進みます。４項社会教育費、１目社会教育総務費、88 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

なければ次に行きます。２目生涯教育費、88から 90 ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員  

生涯教育費の青少年育成事業の学童保育の関係についてお尋ねしたいと思います。親の就労条

件の関係を緩和し対象拡大してきて、きっと 30年度の実績でいくと、140 名弱が学童保育の対

象となって活動されているというふうに押さえているんですけれども、１つはまず人的配置、そ

れが十分なされているのか。欠員になったりとかいうものを通年ではないですけど、時期的に指



119 

 

導員の方が欠けていたりとか、非常に数が多い中において大変苦労されている現状もあろうかと

思いますが。その辺の指導員の配置体制というのはどういうふうになっているのかという１点目。  

学童保育ですけれども、その辺の対象機関、開設日時は約 200日位だと思うんですけれども通

年型という形は現段階、30 年度されていない形で特に小学生、低学年含めて就労している親が多

い前提に立った時の春休み、夏休み、冬休みの対応が具体的に 30 年度どうなっていたのか。含

めて今の２点。指導員の関係、それから通年型の、そういった保育体制の捉え方、現状そういっ

たものについて、どう教育委員会として運営上どう捉えているのかについてご答弁願いたいと思

います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

本町におきます学童保育でございますが、平成 30 年度では最大登録者で 138 名ということ

でございました。実際 138 名の中、常時来るのは大体 90 名程度なのかなというふうに思いま

す。本年、４月段階で７名の指導員ということで始まったところでございますが、途中から１人

欠員が出まして６名という状況になっております。現在も町内はもとより、網走ハローワークの

方に求人をかけながらですね。１名何とか探しているところでございます。また、運営状況でご

ざいますが、基本的には 30 年度ですと 255 日の開所ということでございまして、夏休み冬休

みにつきましてもお盆休み等で休みをいただくところがございますが、基本的には、長期休業中

につきましては朝から１日の開所ということで現在運営をしているところでございます。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

非常にしっかりと学童保育を運営されていると思うんですけど、人的な確保が難しい。という

過疎地、田舎で働く方を確保するのは難しいという形の現状があると思うんですけども、それは

それとしながら、色んな働き方の中で、違う部分で昨日ご質問したんですけれども新しい任用期

間が１年間という雇用期間の中での雇用だと新しい制度の仕組みがどんどん出来ていく、そこに

マッチングさせていくことが逆にはそれではなくして、やっぱり経験のある高齢者、前期高齢者

の方々とかそういったこと方々を積極的に一定の確保的な臨時職員だけではなくして使っていく

とか、色んな組み合わせを多少考えてやって行くというのが今後必要じゃないか。特にこの町の

遊びだとか、学習指導まで必要か書く努力が実際やられていく実態とか。そういったことの運用

の仕方というものをやっぱりこれだけ人数増えているということについては、ニーズが高いとい

うことですから、ニーズの実態に合わせた中においてそういった臨時職員等も含めた正職員も含

めた雇用のあり方とか、違った働き方の中で人材を求めていくだとか、そういったことによって

子供たちのニーズだけではなくして親のニーズ、地域のニーズがそこにきちんとマッチングされ

ていくんじゃないかと思うので、その辺の柔軟的な今後の考え方、厚労省等の中でおける一定の

ルールというのは当然あるわけですからそれを押さえながら、地域実態の中において町独自の考
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え方というのもさらに加味しながら対応していくというのが必要じゃないのかなと感じておりま

して、その辺の対応について今後どうされていくのか。なかなか正しい解答というのはないと思

うんですけども、もし、現時点で新年度に向け何かそういったことを含んだ検討を加えていく要

素があるのかどうなのか。ご答弁願いたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

学童保育、現在１名欠員で６名の指導員ということですが、内訳としましては常勤フルタイム

で朝から勤務されている方が２名、それ以外の方につきましては、半日の勤務ということで現在

行っております。午前中につきましては準備、お便りを書いたり事務的なことをして午後から現

場対応を６名でやっております。 

近年、英語指導助手ＡＬＴを毎週金曜日に配置をしまして、そのような活動も始めたところで

ございます。しかしながら過去にも教員を退職された方が指導員でいたことがございます。非常

に肉体的にきつい。学校と違いまして教室で座っている児童を指導するということではございま

せんので、そういう意味ではきつい部分があるのかなというふうに考えております。ただ、委員

からも御提案ありました色んな形、学習でのサポートの仕方ですとか教室内での活動ございます

のでそういう意味では年齢に関係なく広く指導員募集をすることができるのかなというふうに考

えております。 

いずれにいたしましても、私ども非常に人材不足で苦慮しているところでございますので引き

続き、指導員を積極的に探してまいりたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

その他、ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

高齢者、老人クラブや高齢者学級の関係の対応について。最近。高齢者の教育や地域活動と市

街地においては老人クラブそのものが機能していないという形のなかにおいて逆に言えばいきい

き健康講座ですとか趣味のサークルといったものにシフトしていっている一方、定型的なことぶ

き大学と言われている高齢者学級が人数が非常に固定的で新しい方が入って来ていないという実

態があろうかというふうに私の目からみてそう見えます。 

そういった形で学童保育と同じなんですけれども、やっぱり今の固定的なその学習機会の提供

の仕組みと言いますか、従来の伝統型と言ったらおかしいですけども、もう少しフレキシブル例

えば私なんかもそういった対象ですから、よく知り合いの方にことぶき大学来ませんかと。どう

も自分的には違うことをやりたいことがある、ただ具体的に言うと違った部分でいくと固定的な

学習でなくして、ことぶき大学なんかにはその聴講生制度だとかそういった制度を設けながらあ

る一定のものについて興味のあるプログラムが明示されてきて、午前中にそういった講演があり

ますよとか選択しながらその分だけ参加することがもっと少し自由度の高くて固定的な学級だと

か教室の運営の仕組みから脱却した方が良いんじゃないのかな。そうするとある一定の幅の方々
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が参加されたり学童保育あたりに連動する中でボランティアが生じたりとか色んなもう少し枠を

広げた広い視野の中で、学習機会の提供や社会参加の提供に対する受け皿づくりとかですね。同

時並行的にあれだけの施設を持っているわけですし、そして本来なら学童保育は保健福祉になる

んでしょうけども、教育委員会でやっておられるうちの町でやっておられる町の特色を生かした

中での複合化みたいなものを含めてやっていかないと。これはこれ、これはこれみたいな従来型

の仕組みの中で次のステージを見てこないこのように自分の目から見て感じるわけなんですけれ

ども、今後そういった新たな仕組みだとか連動の仕方とか、新しい人材の活用だとか今後重ね方

というようなことも工夫が必要な時期に入っているのではないかと非常に強く感じるわけなんで

すが。そういった捉まえ方をして良いのか。またそういったことも含めて教育委員会内で検討さ

れる余地があるのかあわせてお伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

高齢者の学習の場の提供でございます。これまで長年ことぶき大学やってまいりましたが、ど

ちらかと言いますと、皆さん週に１回顔を合わせその中で皆と楽しくワイワイやることが良いん

だから今より回数を増やしてというニーズもあります。しかし、近年こういう勉強したいという

個別のニーズも出てきております。特に部活動においてはパソコンのニーズが非常に強く、ここ

数年予算を組みましてパソコンも増やしているところでございます。これはクラブ活動としてニ

ーズに応じて今後も新たな展開がニーズがあればやっていきたいと思っております。 

学習活動につましては、主に午前中でございますがここ２、３年プログラムを半年分きっちり

組んだ上で大学生に掲示するように、やり方を変えております。そのことによって学習の系統性

が出てくるのかなというふうに思っています。 

このように整備ができてきておりますので、一般町民の方にも早い段階でプログラム情報提供

ができるというふうに思いますので今委員から御提案がございました、聴講制度がいいのか。こ

ういうのありますからご参加くださいという程度がいいのか。そこは検討の余地がございますが

新たに大学に入ってない方に門戸を開くということは十分検討の値があると思いますので、検討

してまいりたいと考えます。以上でございます。 

 

○堀川委員長  

その他、ございませんか。 

なければ次に進みます。３目生涯学習総合センター費、90 から 92ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長  

次に進みます。４目図書館費、92 ページ。 

 

○堀川委員長  

次に進みます。５項保健体育費、１目保健体育総務費、93 から 95ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○堀川委員長  

なければ次に進みます。２目トレーニングセンター費、95 から 96ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

次に進みます。３目町民プール費、96 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長  

よろしいですか。次に進みます。４目スキー場管理費、96 から 97ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員  

スキー場管理費なんですけど、基本的にスキー場に関しては存続するのかどうなのかも含めて、

施設の更新ですとか整備の形で当該年度についてもきっとリフト整備工事で 770 何万、現実的

にはきちんと整備して利用していきましょうという方向性なんですけれども、利用実態 30 年度

の。そういう意味では別表の成果の中に出てきている訳なんですけども、延べ人数なので実際的

にリフトのカウンティングなので。学校の授業の利用も含めたカウンティングになっているのか

なと、その辺の理解で良いのかどうなのか、その利用率は現実的にどうなのかという押さえ方の

中で。その辺の状況について御回答願いたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

スキー場の利用状況や利用実態の数字の押さえ方でございますが、基本的には委員おっしゃる

通り、リフトの乗車の回数でございまして、これは学校の授業も含んだ数字というふうになって

おります。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

 せっかく整備していくんだから、沢山利用された費用対効果を求めても、ここは出てこない施

設。他も沢山あるんでしょうけども、せっかくもうこれだけ整備をしていく圧雪車も含めて投資

しているわけなんですから、どんどん利用してもらわないと困る施設だと思うんですよ。それも

過去ではなく今投資している最中ですから。そうすると、冬休みどれだけ子供たちが休み中利用

しているか時間帯とか実態は近隣町村に見られるのは既に土曜完全無料化。子供たちは無料化し

ますだとか、あるスキー場富良野なんかはシーズン通して小学生完全無料化だとかそういったこ

とを考えた場合においてスケートリンクも同じでしょうけど、短いシーズンの中においてこれだ
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け投資をしていく。どれだけ利用するかと、利用してもらう方策を並行してやっていかないと。

収入を得る方策、町外から来ていた方はいいですけれども、特に子供たちに対しては、より利用

できる環境。例えば他の町でもやっていますけれども土曜・日曜については送迎バスを走らせる

とか。そこまでやるかは議論があるかと思いますが、利用してなんぼの利用されて何ぼというと

ころがありますので、土曜・日曜、冬休み期間中、親は仕事で送っていけない。ＪＲで行くこと

はできるけども時間的にそういう形になっていないと考えた場合、積極的な利用に対する対応を

並行しながらやっていく時代に入っているのかなというふうに思うところありますけど、そうい

ったことについての検討をなされたことがあるのかどうなのか、利用促進にかかる具体的な方策

というものを検討されたことがあるのかどうなのか。ご回答願いたいと思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

緑スキー場の利用方策でございますが、これまで御承知のとおり緑の湯とのタイアップによる

ものを実施してまいりました。また、しかしながら児童生徒の利用促進という観点からは現在検

討をしているものはございません。一時、スノーボードの利用につきまして議論がありまして、

それの制限をなくそうということで、なくした結果、非常に利用状況が伸びたわけでございます

が、今後、利用方策考えてまいりたいというふうに思いますし、今御提案がございました他の自

治体での土日、子供の無料等、検討の部分があると思います。 

しかしながら費用対効果を教育施設で議論をするというのはちょっと筋が違うのかなというふ

うには考えますが、ただ一定程度負担をしていただくという基本的な考え方は持っております。

ただ、児童生徒をどうするかということを全て一緒くたに考えるものではないというふうに考え

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

おっしゃった通り、一緒くたに考える必要は全くなく、今投資している形の中でどれだけ有効

利用していくのかという形。それからこれだけ少子化して子どもの数が少なくなってきた中にお

いて、そういった平日等冬休み等の利用が少ないという現実を見たときに、どういった手立てを

具体的に講じるのか、対策。 

それともう１つは並行しながら論議すべきことで、違うところで論議すべきでしょう。緑地区

小学校がなくなった、地域の活性化や人の流れをどうやって作っていくか、やっぱりそう言った

高齢者学級もそうでしょうし、色んな部分で従来の枠を少し外して考えていく。その生涯学習の

観点、保健体育の観点だけでなく地域という観点だとか、それは当然人口 4 千を割るような状況

になった時に緑地区で活性化の課題がどういうふうな形でいくかという議論された中で、同じフ

ィールドの中で捉えて総合的にあらゆる観点から、やっぱり展開していく手法論を描いていかな

いとなかなか回答は出てこない。そういったことも含めてもう一度、しっかりとこれだけ投資を
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していく前提に立ったときに、どういった利用の促進の手法論があるのかということをもう少し

深く検討されるのが良いのではないか。このようにかんがえていますので、新年度等に向けて方

向性を事務レベルで結構ですし、また教育委員会全体のあり方の中で是非御検討願いたい。この

ように思います。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

利用の促進につきましては一昨年３時間券というリフトの券を新たに設けまして、利用の促進

を図っているところでございます。しかしながら、料金の部分にフォーカスするわけではなく利

用促進全体にどれだけ使っていただけるかという観点で今後議論を。特に現在これから社会教育

計画に向けて社会教育委員とも議論をしていかなければならない部分がございますので、十分そ

の点スキー場に限ったことではございませんので、議論を深めて方策をとって参りたいというふ

うに考えますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

その他、ございませんか。 

なければ次に進みます。５目学校給食センター費、97 から 98ページ。前中委員。 

 

○前中委員  

センターの修繕の関係で昨年もかなり修繕費色んな部分で上がってきた中で、補正だとかかな

りあの施設だとか機材の老朽化が避けられていないのかなと給食センターの会計をみて思った部

分なんですけど。そういう部分の改修計画。 

それともう１点、ちょっと気になるのが賄費の関係ですけども、やはり供給の数は生徒数によ

って増減ありますけど、高騰化。上がってきているというかな。賄材料費だと思うんですけども

今回も３千万近くありますね。賄い材料費。これはやはり本町、ＪＡとの関係で地産地消という

動きで積極的に動いている中で毎年のように各委員も、そういう部分かなり質疑があるんですけ

ども、もう少しひと工夫、ふた工夫できないのかなと、子供たちの体験学習的な部分で、実際に

収穫までやらせながらそれを収穫、できるできないはありますけれども、そういうところも現実

の学校給食で取り入れている市町村もあると聞いていますからね。可能性としてどうなんだと。

給食センターの改修に向けてのかなり修繕費も高い問題と地産地消の観点からの取り組みを今後

どういう展開、方向性を難しくわかりますけれどもなかなか作っているもの、玉ねぎ、いもは貯

蔵性がきかないから、通年では無理だよと以前も答弁ありました。でも何かそういう部分で本当

にそうなのかなと。そこら辺も踏まえた中での質疑なんですけど。どう考えているかだけ説明し

ていただきたいのですが。 

 

○堀川委員長  

課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君)  

まずはじめに給食センターの老朽化がでございます。御承知のとおり毎年非常に多くの修繕費

かかっております。これにつきましては、現在策定しております教育施設の長寿命化計画、ここ

に小学校、中学校、そして給食センターも合わせた中で計画を立て、今後修繕をしてまいりたい

というふうに考えております。特に給食センターも 25 年を経過した中で蒸気を使っているとい

うことから、非常に配管等の腐食、それと食器の保管庫、洗浄機等も蒸気を使っているというこ

とで非常に状況が悪い状況になっております。 

今後は建物そのものの修繕も必要となってまいりますが、それぞれ保管庫や洗浄機等の備品こ

れにつきましてもこの蒸気の方式がいいのか。電気の方式がいいのか、色々ございますので、現

在内部で検討に入ったところでございます。外側それから備品一体となった修繕計画を今後立て

て進めてまいりたいと考えております。 

また、地産地消の部分でございます。食育という観点からはこれは私どもも教育委員会でも実

施しておりますし、ＪＡ青年部の皆さんが本年度から本格的に取り組んで清里小学校の児童を対

象といたしました畑での学習活動が始まっているところでございます。これも委員先ほどおっし

ゃった通りなんですが、なかなか通年での野菜が確保できない、通年でまとまった量の野菜の確

保が必要であるという観点から、なかなか踏み込めないでいるところでございます。実際問題、

この部分についてまだなかなか難しいんではありますが、今後できるかどうかについて、再度検

討し、相手方あることですから議論はしてまいりたいというふうには考えますが、なかなか難し

いのかなというふうに考えているのが現状でございます。 

 

○堀川委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

修繕の方は今後の中の長寿命化計画で検討して作成していくということで。その食材の関係、

確かに難しさありますよね。そういった意味で貯蔵施設もないわけじゃないんですよね。そうい

うところの活用の方向性、例えば玉ねぎにしても、じゃがいもにしてもある程度の冷温低温貯蔵

庫もありますから本当にどうなのかなと個人的な意見をここで述べていますけどもそういう部分、

あとは生涯学習の中で子供たちに肥培管理させながらという部分をもう少し本町の特色あるこの

畑作地帯という特色を出すのであれば、学校環境の１つのカリキュラムの中に組み込みながら、

へき地校ではよくやっていましたけども、今もやってますけども地元で穫れた野菜を使いながら

１つ、例えばカレーでも良いですよね。そういうのをやるのをもっと頻繁にやれるような形、そ

ういうのが可能性があればやっていただきたいなというのが方向性の教育の一環として取り組ん

でいくべきものかなと思いましたのでそこら辺、やっているとは思いますけれどもそういう形で

質疑させていただきました。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  
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委員おっしゃったとおりやっております清里小学校の敷地内にも畑ございますし社会教育でや

っている子ども農園もございます。農園で穫れたものを回数はほんとに１回程度になりますが給

食で活用し自分たちでつくったものを食べるということも１回か２回だと思いますが、やってお

ります。今後、これを広げていけるのかどうかについて、ただ納品の業者さんの手間がかかるん

だというお話もありますので、先ほど貯蔵もできるのでという御提案もございましたのでそれを

含めた中で１つの方策として検討してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○堀川委員長  

その他ありませんか。なければ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。伊

藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

82 ページ。教育委員会費の方なんですけれども。コミュニティスクール推進事業費、確かコミ

ュニティスクールと言う新たな制度のもとに始まった事業だと思っておりますけれども、予算の

方で 71 万円ついていましたけれども、新しい事業の割には最初の段階で５分の１程度、15 万

そこそこですけども、なぜこのような予算から乖離してしまったのか。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

コミュニティスクールでございますが、予算と決算の乖離ということでございますが、これに

つきましては視察研修を行いたいということであったんですけども、なかなか先方等との都合が

つかない、また出席者の関係がありまして実施できませんでしたので、その分減額となっており

ます。以上でございます。 

 

○堀川委員長  

伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

今、課長の方から視察研修ということで、それは普通旅費かなと思ったんですが見た形でいく

と、課長おっしゃっていることも十分理解しますけれども、どちらかと言えば委員報酬ではない

のかなと思っているんですけど。予算の方で 32 万ついている中で決算の方で約 15 万、委員報

酬の方でなっているんですけど、そこが単純に半分ぐらいまでその部分かなと思ってるんですけ

ど、その辺をもう一度お聞かせください。 

 

○堀川委員長  

課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君)  

委員報酬の部分でしょうか。基本的には予算では年３回会議を開催しておりまして、予算どお

り年３回開催しております。ただ当日出席されなかった方もおりますので、その部分での減とな

っております。 

 

○堀川委員長  

伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長  

最後に確認しますけれども、もともと予算をつけた段階での委員の確保といいますか。人数が

実際 30 年度執行された場合に、委員人数が確保できなかったというわけではなくて、単純に会

議の中で色々な諸事情により出席されなかったので委員報酬が下がっていると理解でよろしいで

すか。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

そのとおりでございます。 

 

○伊藤副委員長  

よろしいです。 

 

○堀川委員長  

その他、質問漏れございませんか。前中委員。 

 

○前中委員  

新入学児童に対するランドセル、本町素晴らしい取り組みでなかなか行政でそういうところ推

奨しているケースはないと思うんですけども、最近は、私たちの頃からも子供の時からもありま

したけど、以前は男子児童は黒、女子児童は赤、という固定概念なんですけど、最近ちょっとラ

ンドセルの色が変わってきて、あまり認識はなかったんですけども最近このランドセルかなり高

騰してきていると。子育て支援、貸与というか贈答することは素晴らしいことなんですけども、

聞くところによると、親御さんの中でもデザインだとか色だとかそういうような逆に要望される

ようなそういう事案があるとかないとかという。そういう時にその選定というのが昔はもう固定

概念の中で、赤、黒という形で良かったんですけども、時代の流れといいますか。ここの調整、

行政は大変なのかなと。それとランドセルそのものが高くなってきている。実質、科目的にはど

こに入っているのかそれとあわせてその２点すいませんけど。 

 

○堀川委員長  

課長。 



128 

 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

新入学児童に対するランドセル、総合戦略費の中でございました。おっしゃる通り私どもの時

の黒、赤ではなく多種多様にわたっております。10 種類以上あります。基本的にはお店に行けば

10 種類以上ありますし、同じ色でもステッチが付いてたりとか裏地で色がデザインがあったり

ということで物すごく数がございます。私ども教育委員会としてこの記念品として贈呈する部分

につきましても、予算の範囲内で色を選択していただくようにしております。実際御案内すると

きに、ペーパーの御案内の案内書にこういう色があるので選んでください、イメージできなけれ

ば見本がありますので、窓口に来てくださいということで、色見本も見ていただいた中で選んで

いるのが実態でございます。ただですね、おっしゃる通り高騰しておりまして、次年度について

は相当高騰するであろうということがもうすでにメーカーから出ております。それとメーカーも

手を広げ過ぎたという部分もあるんでしょうか。今後ですね受注生産、特にこの色のこの柄のも

のをということで消費者が選択をしたものを作っていくという方式にも、業界が移行しつつある

ということでございます。 

我々行政の立場でどこまでこの贈呈品の対応をするかというのがございますが、基本的には予

算の範囲内で選択していただけるもの、これは引き続き選択していただければなというふうに思

っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

今初めて説明があって理解したわけなんですけど、それだけ色だとかデザインが多種多様に分

かれて本当に行政が与えるもんですからその選択、なかなか先ほど課長答弁のニーズという言葉

がありましたけども、ニーズ調査は難しいですよね。お話聞いていて思ったんですけども新たに

他町から本町に来たときにそういう子らには多分ランドセルの提供はなく、もう用意されている

部分もあった時に、全く違うデザインになった時の効果、以前は２色しかないから赤か黒かの世

界だと思うんですけど、今度そうでなくなった時に逆にその子供間同士での部分、それは想像す

るべきではないとすればそうなんだけども、だんだん難しい時代に差し迫ってきているのかなと

今お話聞いて思ったんですけども、今後結論は出ないと思いますけど、こうなんだという方向性

でいくしかないのかなと今の話聞いていて。確かに上がってるというのも理解しました。今後と

も継続する気があるかないかちょっとそこだけ。 

 

○堀川委員長  

課長 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

今後もランドセルについてはやっていきたいというふうに考えております。このニーズにどう

対応するかでございますが予算をかければ何ぼでも 10 万円でもございますが、やはり我々行政

が提供するという中では一定の中程度のラインの中で選定をしていきたい。その中で選択してい
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ただける範囲、これで保護者の方に提供していきたい。現実問題、見本を見ていただいた中でこ

れだったら自分でもっと違うのを買うわという保護者の声もございますので、あくまでも絶対に

もらってくれということではございませんので、その辺は保護者の方の選択に委ねるところでご

ざいます。以上でございます。 

 

○堀川委員長  

 

その他、質問漏れありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

今後の捉まえ方として 95 ページ、斜里岳ロードレース実行委員会の補助について。現段階に

おいてはふるさと産業まつりに次いで多額の予算と尽力を投じてやっているイベントではないか。

今年残念ながらスタート直前に雨が降ってきて小学校が全校参加が出きなかったということもあ

りましょうけれども、ほぼ 30 年度実績で８百何十人、ボランティアスタッフは 250 名を超え

る方々。さらには町内町外という形の中で今年は全員走っていただければ 1,000 名近く。実行委

員会の中で終わる度に反省評価をなされているというふうに思うんですけれども。うちの町のこ

の大会の特色としてはやはり小学生、中学生、幼児中心の大会。参加者の 75％もしくは 80％は

子どもたちですよという形の中で、一般参加が伸びてこない。私も走らせていただいているんで

すけども、普通一般的な２千名、３千名というローカル大会が日常化してきてほとんどの大会が

大体、中高年や女性も参加しているような大会というのが主体で、どちらかというと地域振興に

資するために沢山外から人を寄せて帰りには買い物していただいたり清里のローカルフードやっ

てますけど、そういった経済効果も狙ってというところが大会の１つのトレンドというか時代の

流れになっている。今後とも、清里のロードレース大会についてはやっぱり少年少女子供たち中

心の大会を特色として前面に出しながらやっていくという考え方で実行委員会の中でその方向性

が確認されているのか。それとももう少しいろんな見直しをやる中において、その地域イベント

としての地域活性化に繋がる経済効果とかも含めながら 260 名、270 名のボランティアに参加

してもらっている、ローカルフードもやっている、そういった地域における経済循環とかいった

ことを含めながらやっていくって方向性をもう少し加味していくための中身の見直しをやって行

こうと議論をされているのか。その辺の方向付け、特色づけ、そういったものをもう一回確認を

させていただきたいと思いますが。 

 

○堀川委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

斜里岳ロードレースにつきましては、ハーフマラソンを導入した時から小学生につきましても

全校これは授業として参加するという形になりました。そのような中、特に学校教育という視点

から、この斜里岳ロードレースを活用させていただいて子どもの体力向上これの１つの目標とし

てこれの参加ということを位置づけした経緯はございます。 

しかしながら実行委員会の中でこの子どもの位置づけ、今後の方向性ということはまだ議論を
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していないところでございます。近年の数字の伸びにつきましては網走のマラソン大会、これが

本町の大会と２週ずれたり、標津で行っておりますマラソンが同日開催だったのがずれる、その

ようなこともあってそのような要因では増えてはいるのかなというふうに思いますので、今後、

来年に向けて 1,000 名を超えるのではないかという状況がございますので、そうなってまいり

ますと運営の方法、安全面等もありますので運営の方法を検討していかなきゃならない。その際、

今後このマラソン大会、どこを視点に開催をしていくのか。これは早い段階から実行委員会、陸

協、スポーツ協会を含めた中で投げかけをしていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 さまざまな大会特色あって良いわけであっても、清里斜里岳ロードは子どもたち中心の大会を

前面に出しながら、もっともっとさらに増やしていくよと、それは特色であっても良いし。私言

いたかったのは、一般の方は伸びていっていない、網走、標津、日程がずれて逆に言えば参加し

やすい条件になったけれどもなかなか伸びていかない、そういった要因だとか大会の特色をどこ

に持っていくかという形の考え方というのをもう一回整理された方が、より多くせっかくこれだ

けの経費をかけて、さらにこれだけ多大なボランティアの方に参加いただき、さらにローカルフ

ードと結びつけて地域経済効果や活性化もやっていこうという一連の流れがあるわけですから、

そこをきちんとキャッチングして、地域に派生的な教育的な効果だけではなくして地域全体に派

生させていく形みたいなものがあれば、より良いわけであってその戦略の組み方、事業の組み方

における運営の中で、その中で運営がどういう形がいいんだろうか、コースは本当にこれでいい

んだろうか。運営の手法はこれで良いんだろうか、色々出てくると思うんですよ。ゲストのあり

方がどうなんだろうかとか、そこは総合的に判断した中において、しっかりと地域にフィードバ

ックできるような仕組みというのは、せっかくこれだけの予算とエネルギーを費やしているわけ

ですからこれで良しとしないで、やはりそういった前向きな方向性というものを、ぜひ打ち出し

ていただければさらに多くの方が参加されてくる。そういった環境になっていくんではないか。

このように考えますが、再度ご答弁を求めたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 参加者につきましては僅かずつではございますが、着実に伸びていると自負しているところで

ございます。また近年ゲストランナーにつきましても吉本興業からということで通常ロードレー

スのゲストランナーというのはアスリートの方がどこの自治体も多いわけでございますが、私ど

ものマラソン大会につきましては皆さんが楽しく子供たちも含め楽しくできるイベントとしての

ゲストランナーの選考という考え方もございます。 

今後につきましては地域経済ということを踏まえた中で、商工会また行政他部局ともこの方向
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性あり方については十分検討してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

○堀川委員長 

 他に、質問漏れございませんか。 

 なければ、ここで説明員交代のための休憩に入りたいと思います。 

（説明員交代） 

 

○堀川委員長 

 休憩を解いて再開します。 

 10 款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子、一括で。98ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ次、行きます。11 款予備費、１項予備費、１目予備費、98ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ次に進みます。12 款災害復旧費、１項災害復旧費、１目災害復旧事業費、98 から 99

ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

 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。 

 ないようですので、ここで暫時休憩いたしますが休憩後、一般会計の歳入の審査に入りたいと

思います。 

（暫時休憩） 

○堀川委員長 

 休憩を解いて再開します。 

 一般会計の歳入の審査に入ります。11ページをお開きください。１款町税、11ページ。古谷

委員。 

 

○古谷委員 

 町民税の法人税の中身について確認しておきたいと思うんですけれども、現年課税分の収入済

額が約 1 千 326 万 6 千 500 円でしょうか。うち所得割が法人の分で 370 万何がしとなって

いるんですけれども、町内の法人中、所得割が出ている法人の数というのは具体的に何件あるの

か御答弁願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 町民課長。 
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○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま法人数の数の御質問でございますが、例年でいけば大体 30 から 35 の間で推移をし

ているところでございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 具体的な数字で確認なので、例年ではなく 30 年度中における全体に逆に言えば均等割を対象

とされている法人の町内における事業所数、そして 30 年度の決算における所得割 370 万７千

500 円が出ている法人の数は幾らかという形の中でご答弁願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 大変失礼いたしました。36 でございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 36 というのは、法人所得割を税として納めた事業所数という理解でよろしいのか、それとも法

人税の均等割は当然出しているわけですから、その町民法人税の対象事業所が全体で何件あるか

合わせてなんですが、よろしいでしょうか。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいまの御質問でございますが、申告法人数の数が 30 年度 97、そのうち 36 が所得割が

ある法人数となってございます。 

 

○堀川委員長 

古谷委員。 

 

○古谷委員  

 確認させていただきますけど、申告法人数が 97 で、所得割の部分が実際に納められている法

人事業者数が 36 という形で理解させていただきたいと思います。変わったばかりでややこしい

細かい質問で申し訳ないんですけれども、現実的に何を言いたいかというと、全体の町税収入の
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中において、法人割の所得割が出てないということは、その数が非常に少額だということは非常

に町内の経済が疲弊しているという実態の現れだという認識を共通として持たなければいけない

ということを言いたかったわけで。最後にもうちょっと細かい部分でお尋ねすると 36 が所得割

が出ているわけなんですけど、産業別ではどのようになっているのか。きっと農協が大きいのか

なというのはあるんですけど、産業別で小売商業なのか、農業法人なのか、他の製造業なのか、

具体的にどこの業種が法人割でもきちんと納められる経済状況なのかと確認するために、その辺

の数値の押さえというのは当然されていると思うのですが、もしわかればご答弁願いたいと思い

ます。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 今手元にまとめた数字がございませんので、後ほどお話ししたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 決算なのであとでよろしいです。前段で申し上げたのは、地域経済をきちんと見ていく時に、

どういった税収状況から読み取ることが沢山できるということなんです。それは具体的に言えば、

うちの町であれば普通に 30 年度決算一般論的に言えば、農協ですとか事業規模的な部分で、均

等割は事業規模とか支店とかありますけども、そこを加えたらきっと従来であればそういった大

手の製造だとかそういったところですね。想像している分ですよ。極めて厳しいのは小売りを含

めた小規模法人の事業所が非常に所得割が出ない状況の中にある。その認識をどこから読み取る

かというと、基本的に事業所については法人税とかその所得割を見ていけば大体うちの町の経済

の実態はどうなのか、流れがどうなのか、ここ数年のトレンドが見えてくるわけであって、それ

に対応した部分で施策の展開によって商業振興とか様々な振興対策を打って行くだとか。林業労

働者に対する対策をやっていくとか、根拠になる部分なんで。ここをしっかり税担当の部分では

きちんと分析して押さえてそれをどう企画政策的な施策展開、事業展開に繋げていくということ

を認識していかないと。単純に総合計画だからとか、そういった形じゃなくて、総合計画が流れ

てきた中において、今の経済状況とかがどうなんだ、どこに手当すべきかという一連の流れを歳

入と歳出の連動の中で見ていくという支援がどうしても必要になってくるんじゃないか。その辺

の認識についてどのように税担当課長として考えておられるのか。これから勉強されると思うん

ですけれども、その辺しっかりと内部的な新年度予算、決算受けながら今後編成に入るわけです

から、そういった認識がなければなかなか思い切った経済政策、経済対策をうてないのが事実だ

と思うんで、その辺の考え方があればお示しいただきたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 
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○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいまの御質問でございますが、法人税の納税につきましては、企業の申告により納税する

という仕組みとなってございます。税額の申告だけでは法人の決算状況というのを読み取るのは

現実難しいかなというふうに認識をしてございます。 

本町の法人数、規模の大きい法人の税額の増減、それが法人町民税全体に影響を与えるという

こともありまして、より実態を正確に把握するには個別の業種、企業の決算状況等の分析が必要

となってくるというふうに認識をしてございます。しかし、個人事業主の所得変動の状況なども

踏まえていきますと、地域経済の動向を読み取る情報というのはさらに増えてくるのかなという

ふうに考えております。 

また、こうした情報、商工業等全体の政策の中でどう活用できるのか、全体的な傾向として捉

えるのか。または個別具体的なものが必要なのか。今後の町政の方向性を検討する中で、税担当

部署としては可能な限り連携を図っていきたいというふうに考えてございます。 

 

○堀川委員長 

古谷委員。 

 

○古谷委員 

課長おっしゃった通り、法人所得税だけで全体的な状況把握というのは…ただ１つ、大きな町

内の経済動向の指標、個人事業所含めながらであることは間違いないと思います。そういう認識

だけはもう一回確認していきたいと思います。 

それと、課長おっしゃった通り、それは税当局の担当じゃなくて、全体として企画政策だけで

なくしてそういった経済状況のあり方みたいなものをやっぱり役場全体、行政全体できちんと理

解し合っていく前提に立って政策展開がされているということについても間違いないことであっ

て、その辺が税当局だけが担当当局だけがその分析をして押さえてもほぼ意味がない、徴収業務

だとかそういったものに生きていくかもしれませんけれども、政策展開上そういったことが基本

にあるってことで、もう一度確認させていただきたい。これは特段答弁は求めませんけれども、

課長おっしゃった答弁通りなので、大事にしながらそこをしっかりと共有しながら政策展開に生

かしていただきたい、このように考えます。 

 

○堀川委員長 

その他、ございませんか。 

なければ次に進みたいと思います。２款地方譲与税、11から 12 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

なければ次に進みます。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を

一括で。12ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

なければ次進みます。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
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を一括で。12 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

なければ次に進みます。９款地方交付税、13ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次に進みます。10 款交通安全対策特別交付金、13 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次、進みます。11 款分担金及び負担金、13ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次に進みます。12 款使用料及び手数料、13ページから 15ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次、進みます。13 款国庫支出金、15 ページから 17 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次、進みます。14 款道支出金、18ページから 21 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次、進みます。15 款財産収入、21ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次、進みます。16 款繰入金、17 款繰越金を一括で。２１ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次、行きます。18 款諸収入、21 ページから 22 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次に進みます。19 款町債、23ページ。 
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（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次に進みます。20 款寄付金、24 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次、進みます。実質収支に関する調書、100 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

次、進みます。財産に関する調書、公有財産、物品、基金、101 ページから 106 ページ。前

中委員。 

 

○前中委員  

有価証券における女満別空港ビルの関係で民営化の動きがありますけども、恐らく時価総で会

計というか洗い出しがあると思うんですけど、現状でどのような方向の形、かなり金額等々評価

できるのかなと思うんですけれども、もし説明できればそこら辺お願いしたいと思います。 

 

○堀川委員長  

総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

女満別空港株式会社における株券の関係、先日報道の方で大空等の売却について出ておりまし

た。当町におきましても 20 株 100 万円を保有持っておりますので今後は北海道の方から指示

がありまして、他の部分当町だけではなく併せて同じような形での処理になると考えております。 

 

○堀川委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 実質的な数値は時価になると思うですけども、まだわからないとうことで理解してよろしいで

すか。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 現在におきましてはまだ公表できる段階ではありません。 
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○前中委員 

 わかりました。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございませんか。なければ次に行きます。基金の運用状況、107 から 108 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次に進みます。質問漏れはありませんか。 

 ないようですので、以上で一般会計の歳出歳入審査を終わります。ここで午後１時まで食事の

ための休憩に入りたいと思います。 

 

休憩  午前 11時 55分 

再開  午後  １時 00分 

 

○堀川委員長  

休憩を解いて再開します。 

特別会計の審査の前に町民課長から先ほどの説明がありますので、よろしくお願いします。町

民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 先ほどの法人税の所得割を賦課している費用の数の内訳でございますが、サービス業が８、農

業が８、卸小売業・飲食店が８、通信金融業が１、通信運輸業が２、電気・ガス熱供給等が３、分

類不能な産業が３、建設業が１、出版・印刷等関連産業が１、の合計 35 となってございますの

で、ご報告をさせていただきます。 

 

○堀川委員長 

 よろしいですか。それでは特別会計の審査に入ります。 

 特別会計歳入歳出決算書の 15ページをお開きください。 

 まず始めに介護保険事業特別会計、歳出、15ページから 19 ページ。ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

なければ歳入、9 ページから 11ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ次に進みます。実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で。20 ページから

21 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○堀川委員長 

 なければ次に進みます。国民健康保険事業特別会計、歳出、35ページから 39ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ次に進みます。歳入、31ページから 32 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次に進みます。実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で。40 ページから 41 ペー

ジ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ次に進みます。後期高齢者医療特別会計、歳出、53 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ次進みます。歳入、49 から 50ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次に進みます。実質収支に関する調書、54ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ、次に進みます。簡易水道事業特別会計、歳出、65 から 67ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ進みます。歳入、61から 62 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次に進みます。実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で。68 から 69 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 次、進みます。農業集落排水事業特別会計、歳出、81から 82 ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○堀川委員長 

 なければ次に進みます。歳入、77から 78 ページ。古谷委員。 

 

○古谷委員  

農業集落に関して。現在の施設のかなり経年の中で機能強化の今後をうかがっていかなくちゃ

いけない。補助事業等も含めながら導入していく考えの中で、歳入の関係でいくと、年間の歳入

が 3700 万、使用料収入といった形で。消費税がらみの部分で、昨年度一昨年度、議論があった

と思うんですけれども、全体的な使用料、利用料の見直しを行っていくという中で基本的に下水

道会計、結構きついところになっていて、近隣市町村もここ５、６年の間に特に上下水道、両方

なんですけども、使用料の見直し等が行われている町村も近隣で明らかにあると。当町かなり低

位の使用料で維持されていると。これが今後機能強化を図った場合、かなり多額の投資が下水道

の場合かかってくる、そういった状況において、使用料の収入が３千 700 万、現時点で、全体的

な予算の中での使用料の改定というものがまたいでいけるのかいけないのか。当然多額の投資を

してくれとそのはね返りをどのように吸収していくのかという考え方、一般会計との絡みも含め

て繰出金の絡みも含めて。その辺の方向性をどのように現時点でどう捉えているのか。いつの段

階で機能強化を、スタートされる前に使用料の関係について明らかにきちんと整理されなければ

なかなか後年度の関係では大変なことになってくると考えますので、現時点でどのように押さえ

ているのか。御答弁願いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

ただいまの御質問のありました機能強化についてですが、機能強化につきましては今年度実施

設計を行っておりまして、来年度以降着手といった形になっております。それで会計としたしま

しても収入の面がなかなか厳しいというところもございます。それで、使用料につきましても機

能強化に合わせた形の中で検討しておりますが、まだ形になっているところではございませんの

で今後に向けて進めてまいりたいというところで考えているところです。 

実際問題には使用料の方も上げていかないと水道会計が成りたたないという形になろうかと思

いますので、そういったことも考えながら、今進めているところでございます。 

 

○堀川委員長 

古谷委員。 

 

○堀川委員長 

確認をしていきますけれども、使用料の改定を前提とした中で、機能強化を行っていくという、

そういったふうに受けとめていいのかどうなのか。確認させください。使用料の改定を前提とし

ながら来年度、今年度は実施設計をやっているわけですから来年度から入っていく前提に立った

場合について、今言ったようなことで使用料の改定が前提となっているという認識で良いのか。 
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○堀川委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 使用料の改定が前提となっているかと言うと、まずそこまでは、前提という形じゃないんです

が、使用料の方はいずれにしても進めなくてはならないと。設備の経年劣化も進んでいますので

設置しなければ、ただ、使用料の改定が前提となっているということになりますと。まだそこま

でちょっと考えておりませんので、いずれかそれが近年中になるか近い将来という形になってく

るのではなかろうかと思っていますが、やっていかなければならないという認識はしております

ので使用料の改定についても検討しているという形でございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 課長の答弁十分に理解しました。きっと実施設計やった場合について、全体事業費がおおよそ

今後年次プロットしてどの位５億なのか６億なのか出てこないと、使用料にはね返ってくるだと

か一般会計で持たなければ、ある程度持たなければいけないのかどうなのかということを組み合

わせ管理経費と実際の施設の修繕運営費という考え方等を含めてですね。それはそれで良いんで

すけど、使用料の改定となると当然、受益者負担という形になってきて少なくとも６ヶ月前には

きちんと住民周知を。その前段として１年ないし１年半は中身の精査をしなくちゃいけない。時

間的なそういったプロセス、タイムテーブルというものを明らかにある程度今の段階で進めてお

かないと、またどんどんどんどんそういった形が遅れていく。事務的な検討が遅れていくという

こと。そのリスクも背負うわけであって、速やかにその辺については既に実績が入っている形で

すから、当然今言ったような料金の改定の考え方等を並行しながら進めていただかなければいけ

ない事項なのかなと。その辺について再度答弁をお願いしたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

ただいま委員がおっしゃられた通り、水道料、農集排の使用料についてもどちらにしても、住

民の生活に直結する部分でございますので、そういったところを十分に考えながら使用料の改定

については考えて検討していきたいと思っているところでございます。 

 

○堀川委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

受益者にとってはマイナスの話、負担が増える話と言いますか。なかなか行政側、町当局から
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も住民に周知しにくい、そういった負担が増える話ですから、しがたいということは心情的にわ

かりますけど、ただ住民の方が負担が増える話であっても必要な時期に必要な情報として、考え

方を示していくとのいうのは必要じゃないかと思いますので、それによって行政に対して信頼感、

やっぱりこういった計画案だからこの程度に受益についてはやはり受けとめようとかですね。じ

ゃあ他のところは合理化できないのかとか色んな考えが住民サイドからも出てくるわけで、その

辺の手法については十分、特に 10 円 20 円の話じゃないと思いますのでその辺しっかりと住民

周知、住民理解含めてですね。料金改定の手続きをやっていただきたい。このように考えます。 

 

○堀川委員長 

 その他、ございませんか。 

 なければ次に進みます。実質収支に関する調書、財産に関する調書を一括で。83から 84 ペー

ジ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○堀川委員長 

 なければ次に進みます。焼酎事業特別会計、歳出、95ページから 97ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 続いて歳入、91 ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 実質収支に関する調書、財産に関する調書、一括で。98 から 99ページ。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 なければ、特別会計全般にわたりまして、質問漏れはありませんか。 

 ないようですので、以上で特別会計の歳出歳入審査を終わります。 

 それでは、ここで暫時休憩とします。２時から総括審査を行いたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

休憩  午後 １時 23 分 

再開  午後 ２時 00 分 

 

○堀川委員長 

 ただいまより、決算審査特別委員会を開催します。 

 各会計全般に渡って総括審査を行います。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 平成 30 年度の決算に対する総括質疑ということで色々とお聞かせ願いたいと思っております。

改めまして、伊藤忠之でございます。本日、決算特別委員会において 引町政２期目の最終年度、
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平成 30 年度歳入歳出決算審査を行いました。この決算審査に対する総括質疑をさせていただき

ます。 

 今回、平成 30 年度一般会計予算額 57 億６千 466 万６千円に対し、決算額歳入で 55 億８

千 475 万５千円。歳出で 52 億６千 677 万７千円。平成 30 年度特別会計まで含めた予算額

73 億 633万２千円。決算額歳入で 71 億５千 96 万２千円。歳出で 67 億６千 812万２千円。

最終的に差引残高３億８千 284 万円という決算になりました。 

 ただ、差引残高から翌年度へ繰り越すべき財源及び前年度実質収支額を差し引いた単年度収支

額は６千 511万８千円。また予算額に対し歳入歳出ともに減額決算ということもあり、貴重な財

源ですので予算の立て方をもっと厳密にという意見もありますが、性質上の事柄などもございま

す。 

 さらには差引残高がプラス決算。そして平成 19 年度決算から用いられている財政健全化判断

比率も今現段階では主だった問題はなしということで、私としては執行機関トップの町長と、さ

らに町職員が真剣に緊縮財政に努めた成果だと概ねそのように評価しております。 

 まずは町長ご自身、 引町政２期目の集大成として、平成 30 年度決算をどのように評価され

ているのかお伺いいたします。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

只今伊藤議員からの御質問でございます。今般平成 30 年度の清里町一般会計。それから６特

別会計全般にわたって審査をいただいたわけでありまして、この中でも当初審査の段階に入りま

して、監査委員さんの方より報告をいただいた通りでありまして、決算総額につきましては歳入

で全会計合わせて 71 億５千万円。それから歳出が 67 億６千万円という結果にあいなったわけ

でございまして、ご案内のように、先程もありましたように実質の単年度の収支額というのはそ

れほど大きな額ではなかったかなというふうに思っていますし、また平成 30 年においてはケア

ハウスの大きな事業との関係もありましたので、基金の取り崩しを致しておりますから、実質的

にはその取り崩しをした分が、この会計上はですね、収支的に５千万の増ということにはなって

いますけれども、実質それを差引きするとマイナスになったのかなと。 

ただしこれについてはですね、ケアハウスという大きな施設を実施させていただいたというこ

とでありまして、全体のまちづくりの施策の中でこれが生きてくるものだというふうに理解をし

ているところでございます。 

個別のそれぞれの事業関係につきましても、お陰様で、さまざまな施策事業、予定どおりに展

開をさせていただくことができました。今後においても健全財政を踏まえながら執行に当たって

いきたいというふうに考えている次第でありますが、何分ここ数年ですね、交付税が非常に削減

をされてきていると。５年前から比べると３億ぐらい実は減っております、単年で。厳しい状況

に入りつつあるということをしっかりと踏まえていかなければならない。やはりあれもこれもと

いうよりも、これかあれかという。集中と選択の時代に入ってくるんだろうというふうに思って

おります。 

時に丁度ですね、第５次総合計画が後２年。それから総合戦略が今年度をもってという時期で
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もありますので、しっかりとそこら辺も踏まえながら新しい令和の時代にふさわしいまちづくり

に向けた計画を立てていけるようにして行きたいというふうに思っているところであります。い

ずれにしろ、私が掲げております、住民参加と協働・共創これをもとに、それぞれの施策、そし

て重点項目を絞りながら事業の展開をしていきたいというふうに考えているところでありますの

で、今後とも御指導・御支援のほどよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、町長の方から御答弁をいたしましたが、私かなり評価しているという話だったんですけれ

ども、町長が今、自らケアハウスの基金の取り崩しもあってもうちょっと厳しかったんだってい

う、本当に正直なことを言っていただいて、ちょっと逆にびっくりしている状態なんですけれど

も、確かに町長のおっしゃる通りでありまして、財政的にはかなり厳しいという中で、平成 30年

度進んできたと思っております。 

ただ、今からこう昔を鑑みてみますと 引町政、平成 30 年度なので２期８年間行ってきた中

で基本的な柱の１つに、先程町長もおっしゃっていましたが財政の健全化ということがあったと

思っております。 

次にこの財政健全化。町長がおっしゃっていました、そこの判断をしていく上で、１つの財政

指数となります経常収支比率。これについて町長にお伺いいたします。町長御存じの通り、この

経常収支比率は人件費であったり、児童福祉や高齢者福祉などの社会保障に当たる扶助費、さら

には公債費などの経常的支出を普通地方交付税や町税等の税収による経常一般財源で対応する割

合で、この数値が低ければ低い程、財政に弾力性があるとみられております。一般的に市は抜か

しますが町村の場合 75％以下が望ましいと言われております。ですが、この目標数値を達成する

には実は非常に難しく、現実 75％を上回ってしまう地方自治体がほとんどの状況です。ただしか

し、当町においては平成 30 年度で 73.4％と目標数値を下回っており、ここにも資料ございます

けれども道内でもトップクラス。これを何年も維持しているという状況です。この経常収支比率

率 73.4％という状況を町長御自身どのように評価しておられるのかお伺いしたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 財政指数の関係の中の経常収支比率のことでありますが、今委員さんの方からありましたよう

に、基本的に義務的な経常経費の割合を表している。要は財政の弾力性をあらわす指数というふ

うに言われておりまして、御指摘のように経常支出比率、だいたい 70％中間くらいが一般的な町

村の比率というふうに言われておりまして、それよりも 80 だ 80 何ぼとなると、硬直化が進ん

で来て、自由に使えるお金が少なくなると。こういうことでありますから、清里の場合はお陰様

でそれぞれ所管の中で御努力をいただいておりまして、経常収支比率、大体 75 前後のところを

推移してきているというような状況にあります。これも実質的にはですね、振り分けの段階での
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計数の整理も実はあります。ただそれが整理したからってとんでもない数字の上げ下げというこ

とにはなりませんけれども、そういう部分をどう捉えていくかという、そういう見方もあること

はあるわけですが、ただ全般としてはお陰様で、そういう中に収まってきているということです

から、まだまだうちの場合、油断はできませんけれども、毎年交付税が減ってきていますので。

油断はできませんけれども、この比率の数字を見る限りにおいては弾力的な財政運営が可能な域

にあるかなというふうに思っておりまして、今後ともできる限りその中に収まるような形での財

政運営をしっかりやっていかなければ、大変なことになるかなというふうに思っているところで

ありますので、今後とも健全財政堅持のために努力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。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 今、町長の方から丁寧なご答弁を頂きました。本当の意味でその数字上で追っていくと 73.8 で

すか。本当に素晴らしいと思います。私もここ何年も、ここ 14～15年ですか。ある某雑誌が毎

年、２月３月期ランキング出すんですよね。毎回清里町がベスト 10 の中に入っている。素晴ら

しいことだなと思っております。それも 引町長が財政健全化のために頑張ってきて、そこに町

職員が共になって頑張ってきた結果だとそのように普通に評価しております。 

しかしながらなんですが、例えばその数値上の問題なんですけども、違う側面から見ていくと、

またちょっと感慨深いものがあります。私この経常収支比率の目標数値といいますか。この数値

に対して逆に違う側面から見ると少々腑に落ちないところが実はございます。この目標数値は今

から 30 年以上前の全国一律の施策を中心に財政支出していることが多かった。その社会構造の

中で設定された数値でございます。現在の地方自治、これにおいては地域住民の要望に決め細か

く対応するための地方独自の施策が増えていく中で、果たして当時の社会構造の中で設定された

水準が今の時代に本当に相応しいのかと検証・検討する時期が来たのではないかと私はそのよう

に思っております。なぜならば、この経常収支比率の数値を下げていくためには、先程町長もお

っしゃいましたけれども経常的な支出、人件費なんか特にありますが、人件費等の経常経費を抑

えていかなければならないと。その数字だけで見ていくとそういうことをどうしても考えてしま

うと思います。 

実際、当町においてもこの数字をある程度もとに平成 17 年に制定した自立計画において、当

時 101 名いた町職員数を 80 名に削減する計画を立て、さらに平成 20 年度から組織機構改革

により、従来の課ではなく、お互いを助け合うグループ制が導入されました。その後色々とあり

まして町職員数に関しては令和４年度に 86 名と上方修正しましたが、町長はこの職員数をどう

感じておられるのか。さらにはこのグループ制をどのように評価されているのか。ここをまずお

伺いいたします。 

 

○堀川委員長 

 町長。 
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○町長（ 引政明君) 

 この町の組織と職員数の定数の関係でありますが、御案内のように平成の大合併の時に清里町

も小清水・斜里町と、３町で任意の協議会をつくった中で合併に向けた協議がされてきたわけで

あります。結果としては、それぞれ頑張れるうちは頑張ろうということで、３町ともに自主自立

の道を歩む。そういうことになって今日に至っているわけでありまして、その時点でこのままで

はやはり大変な状況になってしまうと。やはりきっちりとした財政運営をしていかなければなら

ない。そのための組織機構もしっかり整えていかなければならないというような中で、今の 80

名体制というのが第１次の５ヶ年計画で打ち出されたわけであります。 

さらに、それより本来的には表には出ておりませんが、第２次の段階では 70 名までという実

は数字が出されて、それに基づく事務事業の執行をと。ただし、かなりそれでは厳しいというの

は最初から計算上出てくるものですから、やはりそれをどういうふうにして解決するかと。人員

的な部分をどういうふうにして解決するかという中で、従来の１係制からグループ制に切り替え

て、グループ全体で皆で仕事をこなしていくというそういうスタイルをとったわけであります。 

現実的には従前から係制でやってきたものですから、やはりそこをグループ制に入ってく段階

においてはですね、いろんな状況も生まれてきたというのも実情でありまして、その後事務改善

委員会でいろいろ中身、事務分掌の見直しを含めてですね。整備をしてきたところでもございま

す。当時はですね、100名を超える職員がいたわけですが、それから単純に言ったら 20％削減

をして、80 人体制まで一時計画どおりに進めてみました。ただしいろんな課題も出て参りまし

た。仕事はどんどん現在増えております。昔は昔なりに手作業としての仕事がたくさんありまし

たが、今は逆にパソコンを使った仕事。これがパソコンを使って機械化されたから事務量が減る

かと、一般的にはそういうふうに最初パソコンの入る時代では言われたんですが、現実はそうで

はなかったという部分もあります。現実的には仕事のボリュームがどんどんどんどん増えてきて

おりますので、今のグループ制だけをもってしても、これで果たしていいのかどうかということ

で事務改善委員会の中で十分に議論をしていただきました。その結果やはり今の事務量、今の体

系でやるのであれば 80 人体制ではかなり難しいものがある。84 から 86 という答申がされて

おります。今現在はそういう体制で進めておりまして、当時の計画から見たら増えたんじゃない

かと。きちっとした事務事業の効率性がなされてないんでないかと、そういうふうに思われる向

きもあるかも知れませんけれども、現状対応としてやはりやってみたけども、やはり見直さなけ

ればならないところは見直して、しっかりと住民サービスのベースをつくっていくという意味に

おいてですね、そういう形に今現在はなってきているということであります。 

さらに新年度に向けて事務事業の見直しも続けていかなきゃならないと思っております。実際

的に各課それぞれにグループをおいて、その中にそれぞれの事務事業が配置されているところで

ありますけども、それが本当に今の課の中での配置が最もベターなのか、間違っているとかそう

いうことにはないならないわけですから、ベターか動きやすい形になっているか、そういうもの

を今洗い出しをしているというようなことでありますので、そういう部分も含めて、常に点検・

整理をしていきたいというふうに考えている次第でもあります。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤副委員長 

 今町長の方から町職員数の問題、またグループ制の問題の評価をいただきました。正直今お話

を聞いている中では、ほっとしているじゃないですけども、町長もそういう事は認識されている

んだなということはわかった状態でございます。僕も基本的に町長と同じような考え方と思って

いただきたいんですけれども、先程町長、御答弁にも出ていましたが地方交付税、そちらの方が

年々減少して緊縮財政を余儀なくされていく中、その人員配置に関しましてもなかなか単純には

増やせないという部分はあると思っております。例えば専門的技術、また及び知識が必要な業務

はアウトソーシングするべきだとそのようにも思っております。ただですね、計画立案とコンサ

ルタント料の類いの業務というんですかね。そういうものに関しては、勿論そちらの専門的な知

識が必要な場合もあると思っております。ですが、計画立案等の業務に関しては業務委託などせ

ず、この町で暮らし、この町の問題点や改善点をより身近に肌で感じている町職員や町民が行っ

た方が、この町に合ったより良い計画策定が出来るのではないかと私はそのように思っておりま

す。 

 先ほど町長もおっしゃられていますけど、残念ながら、現段階での職員数だと一人一人が抱え

る仕事量と内容が多過ぎて、なかなかそこまで手が回らない状況だと思っております。 

さらには、その職員数の問題をカバーするためのグループ制。町長もおっしゃっていましたが、

こちらの方も仕事内容が専門的な案件もかなり多いので、なかなかお互いを手伝うということが

難しい状況でもあります。 

またさらに、平成 30 年度の時間外勤務状況の資料を見ましても、各グループごとに時間外勤

務量にかなりの偏りが見受けられ、職員数、配置人数を含め、なかなか上手く機能してないよう

に感じております。 

またさらには、ここ近年仕事量だけの問題ではないと思っておりますが、比較的若い職員の中

途退職者が多く、平成 27 年度から 30 年度までの４年間で９名もの職員が一身上の都合により

退職されております。そうなると、何とか頑張ろうと残ってくれている職員の仕事量がさらに増

えていき、普段なら起こさないであろうケアレスミスを誘発する危険性も高まり職場環境もさら

に悪化していき、先程来、さらにさらにという言葉を何度も使っておりますが、これはまさに負

のスパイラルに陥っていくのではないかとそのように私は危惧しております。このことに関して

もう一度、町長どのようにお考えですか。お伺いいたします。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 職員人事管理の話かなと思っておりますが、議員からありましたように、専門性のあるもの、

それと臨時的なものについては基本的に業務委託をかけていくというスタイルで今はやっており

ます。専門の技術職も清里の場合はですね、建築技士もおりますし、土木技士もおりますけれど

も、その方に全部設計をお任せをしてやるということになれば、全体のボリュームがあり過ぎて

ですね、なかなか大変な状況になると。技術はその技術を磨いてもらって点検業務だとか研修業

務にその技術を生かしてもらう。自ら設計業務をやってもらうには、なかなか技術的な部分を含

めて難しくなってきているというのも事実でありますが、できる限り町としてもそういう技術職



147 

 

の方は点検業務が必要になってまいりますから、業務委託を出したは発注して何だかわからんけ

ども戻ってきたでは、そのまま発注するわけにいきません。中身が正しいのかどうかというのを、

きっちりと精査をする。それだけの能力を持った職員としての専門職を配置をしなければならん

と思っておりますんで、今現在も今きちっとおりますけれども年齢構成がありますから、やはり

時期を見ながら新たな職員を採用しながらとそんなことを考えていきたいというふうに思ってお

ります。 

また時間外の関係についても御指摘のとおりであります。グループによって物凄い差が出てき

ております。そしてグループの中でもやはり専門性のあるところがどうしても比重が多くなって

いる。グループ内でそのグループ機能を十分に生かしてほしいということを常々お話をしており

ますが、やはり長く一定の技術を持った人はやっぱりそこに頼らざるを得ないというようなこと

もありますので、徐々に平準化をされてきておりますけども、まだまだこれひと工夫ふた工夫要

るかなというふうに思っているところであります。それの１つの解決策として先程申し上げまし

たように事務分掌の配置が本当に適切なのかという部分も含めて、やはり検討する必要があると

いうふうに認識をしているところであります。 

それから中途退職の関係であります。いろんな理由があるんだろうと思っていますから、必ず

しも職場環境が云々ということもあるとは思います。あるとは思いますが、それだけでなくてや

はり個々の体の調子だとか、いろんな部分もあるんだろうというふうに思っていますが、最近は

増えております。先程お話をいただいたように、ここ近年非常に多くなってきて、それも中途採

用。まだ採用になって何年も経たないという 10 年 20 年経ってある程度技術を身につけて、そ

れを生かして次へということよりも、何年かで辞められていくという方が増えてきておりまして、

そういうことにならないように、なるべくその課の中、またグループの中で連携をとっていただ

きながら安全衛生委員会もありますので、そういう中で課題を抽出しながらやってはおりますけ

れども、どうしてもそういう傾向があるということは明々白々かなというふうに思っております

し、特に管理職にはそういう部門、その対象の問題もあるし、全体的な仕事の割り振りの問題も

ありますので、しっかりとそこら辺目配せ気配せをするようにということでやってはおりますけ

れども、現状としてはやはり毎年のように出てきているというのも事実でありますので、そうな

らないように我々としても色んな部分で努力をしていきたいというふうに思っているところであ

ります。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 

 今町長の方から答弁あったわけですけれども、その中途退職者、本当に残念な話です。先程僕

も言いましたが、仕事量だけの問題じゃなく、もちろん例えば寿退社なんかもあるでしょうし、

いろんな要素はあると思います。でも中には職場の環境というのも、町長、正直におっしゃいま

したけど、ある部分もあったと思いますし、そういうのもやっぱりきっちり対応していかないと

まずいわけで。町長も対応していくという話はされていましたけども、先程のグループ制のその

ことに関してもそうなんですが、検討・検証してると。それをやっていかなきゃいけない問題な
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んだ。全部が問題ではないけど、ある程度問題があることが自分もわかっているんだっていう町

長の考えですので、それはありがたいんですが解決していくためのやり方をスピード感を持って

やらないと今後５年後 10 年後も先にとは思っていないと思いますけれども、やっぱり１年でも

へたしたら１日でも早く、本当にスピード感を持って対応策を考えていかないと、取り返しがつ

かないことになっていくような気がしておりますので、その辺早急に考えていただきたいと思っ

ております。 

そしてまた今回この緊縮財政という中でいろいろと町が動いているわけですけども、今言った

人員の確保に関しても無い袖は振れない部分も多少あると思っております。多少どころか、かな

りあると思っています。なかなか難しいなと思っています。でもやはりより良い行政サービス、

町民に対する。より良い行政サービスを行っていく上で、やはり必要なところには必要な予算を

しっかりと付けて行くべきだと私はそのように思っております。そのためにも、次年度以降の予

算編成に際しまして今まで進めてきた事業の効果検証、さらには今後も継続されるであろう事業

の精査見直しを、今一度しっかりと行うべきだとそのように思っております。 

例えばですが、そちらにある１棟１戸、外構工事を含め約３千万以上かかっている優良町営住

宅の建設。確かに建設費全てが自主財源ではないことは認識しております。また、他町村に人口

流出させない為の住環境整備だということも認識しております。しかし今現在、町として空き家

の貸し出しを促す施策を行ったり、国が平成 19 年に改定した厳しい入居要件のため、今まで空

室状態が多かった、さくらんぼ団地に関しましても町独自で入居要件緩和を行ったことにより、

入居できる方がかなり増えてきました。またさらには民間賃貸住宅建設を促す施策も行い、今回

の決算でも出ていましたが、民間賃貸住宅自体も増えてきた状態です。 

この地域優良賃貸住宅建設事業の計画当時に比べると、当町の住環境はかなり改善されてきた

と思っております。しかもこの事業は継続事業なので今後も建設がもう少し予定されている状況

でございます。難しいかもしれませんが、時のアセスメントではないですけども見直す必要性が

あるとそのように思っております。 

また各種団体や新規出店事業等への補助金のあり方についても、もう一度精査し本当に必要と

しているところに補助金を交付できるように、要件等の見直しを行うべきだとそのようにも感じ

ております。他にもまだ色々とありますが、先程も述べましたが、計画当初は必要だった事業も

時の経過とともに必要性も変化していきます。勇気を持って見直すところを見直し、無駄を洗い

出し、本当に必要なところにつける予算を捻出していく作業が今後必要と私は考えておりますが、

町長の見解をお伺いいたします。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 まず前段の人事管理の関係でありますが、先ほど来申し上げておりますようにグループ制を含

め、また各課のグループの中の事務分掌の割り振り。そうしたものも含めながら、今取り組んで

いるところでありますので、何年先だということではなくて体制ができた状況の中から進めてい

きたいというふうに考えている次第でもあります。 

それから次に各種事業の見直し点検ということであります。財源的にも限られてきていると厳
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しくなってきている。これは事実でありますから、あれもこれもと先程も言いましたように、な

かなかそういう風にはなってこない。やはり選択、集中をしていかなきゃならんというふうに思

っておりますので、清里町のまちづくりの目指す姿に向けて、最も効果の大きいそういう事業、

そして町民の皆さんに喜んでもらえる。そういう事業にある程度重点化をしていくという、これ

が今後ますます必要になってくるというふうに理解をするところでありまして、そういう事業を

抽出しながらそこに重点的な投資をしていかなければ、やはり町づくりの方向性が定まってこな

いというふうに思っているところでありますので、単純には行政ですから、全ての分野にわたっ

て目配せ気配せしていかなきゃというふうに思っていますが、延べ単で上から下まで同じ状況と

いうことにはなりませんので、今申し上げたように重点施策を絞りながら、一定の方向性を確認

していきたいと思っているところでありますので、御理解を頂きたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 町長の方からご答弁いただきましたけれども、結局同じようなことを言ってしまうのかもしれ

ませんが、堂々巡りではないですけども、町長も今回のこの人員の関係はもう問題だと認識して

いただいている。ただ僕も議員の方々もそういう認識をされていると思っております。先程も申

しましたけども、やっぱりそこを予算つけてやっていくためにも、今一度本当の意味で事業の精

査・見直しを行って無駄を洗い出し、もっと必要なところに予算をつけていくべきだと私はその

ように考えております。 

先ほど町長の答弁の中で、ありとあらゆることができない。もちろん当たり前だと思います。

最も効果が起きるところに意識づけを持ちながら予算をつけていく。その部分に関しましては誤

解があるかもあるかもしれませんが、私はやはり職員の人員数だと思っています。 

昨今、国が働き方改革を推し進めている中、今も言いましたが誤解を恐れずに言えば地方にお

いて職場環境の整備を行政機関自ら先頭に立って行い、仮に地域住民の減少が進んでしまっても

地域行政サービスは比例して減少とはならない。この町に住んでいる町民のためにも職員数の確

保は大切なことなのです。ということを行政執行機関トップの町長自らが勇気を持って声を上げ、

町民に理解していただく行動も私は必要ではないかと思っておりますけども、町長これに関して

はどのようにお考えしょうか。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 職員の働き方改革という部分になってこようかと思いますが、基本的に職員の皆さんは町民の

皆さんのための職員でありますから、そこをしっかりと踏まえた中で、その一面労働者としての

一面もあるわけでありますので、それをうまくミックスをしていかなきゃならないというふうに

は思っているところでありますけども、やはり皆さんが幸せになってもらうというのが最も大事

なことでありますから、どこかにしわ寄せが行くというようなやり方では、なかなか職員も満足
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できないですし、また町民の皆さんもやはりひずみを感じるというふうに思います。 

私としてはですね、職員の皆さんも本当に良かったな、町民の皆さんも良かったなと思ってい

ただけるような、全体がこうというのはなかなか難しいですけど現実的には難しいんですけど、

やはりそういう思いで取り組んでいかなければならないだろうなというふうに思っております。

そういう意味において働き方改革、民間の方々はなかなか現実的には厳しいと思います。行政の

場合はある一面、人事院からのそういう色んなお達しがありますから、それに基づいてやります

よという形になれば非常に楽をしながらやれるのかもしれませんけど、ただやはり町民の皆さん

の目線もありますので、そこら辺も踏まえながら、そしてやはり町民の皆さんと職員とが一体に

なれるそういうベースを壊すことのないようにやっていきたいなというふうな思いでいるわけで

あります。ある一面奉仕者であり、ある一面労働者だということをしっかり踏まえた中で、職員

の待遇についても十分に配慮していきたいと思っている次第でもあります。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 なかなか勇気を持ってそういうことを町民に示していくことはかなり正直大変なことかなと思

っております。でも絶対大事だと思います。そこを避けていては絶対改革なんてできないと思い

ます。本当にその辺お願いしたいと思っております。 

今回の決算審査でかなり他の委員の方々からもたびたび出ておりました、戦略的に事業展開を

進めていくべきと私も本当に思っております。でもこれをするとすれば、またしつこいようです

が、どうしても職員が現況では足りていないという状況になっていると思います。やはりその足

りていない人数の中で、今言ったことをやっていこうとすると、どうしても一番最初に町長もお

っしゃっていましたけども仕事量に追われてしまいます、職員が。仕事量に追われてただ、こな

すという仕事になってしまう危険性が出てきます。それでは何の意味もございません。 

また職員数を増やし、職員個々の仕事量を分散することにより時間外勤務が減り、その分職員

がプライベートでの町民との関わりを持つ時間も増え、普段から町民の身近な悩み事を直に聞き、

その問題解決に職員自らが取り組み、施策立案を提案できる職場環境になっていくことがより良

いまちづくりにとって、とても私は重要になるとそのように思っております。 

何より実際、今頑張っておられる町職員は優秀な人材が多数います。もっともっとその職員の

能力やアイデアを引き出せるような職場環境づくりを是非とも町長に進めていただきたいと思っ

ておりますが、どのように町長お考えでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 人事管理の関係でありますが、先ほども申し上げましたように、今各課グループ制を導入しな

がらそれぞれの事業を執行しているという状況にあります。これは全体的な見直しを踏まえなが

らバランスをとっていかなきゃならないというふうに思っておりますし、やはりどういう事業量
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に対してどれだけの人数が適切なのかという判定をきちっとしていかなきゃならないだろうと思

っておりますし、またその上でなければですね、何名体制がいいんだという数字的なものも出て

こない。 

前回やった段階ではですね、もう２年前になるんですが、それで出てきた答えが 84 と 86。今

はそれに合わせてありますが、さらにやはり事業として複雑化してきております。特に高齢化が

どんどん進んでおりますから、これからその高齢化に向けた安心・安全な体制をどう構築してい

くかと、大きな課題になってこようかと思っております。そうなれば新たにそういうところにも

人事配置が必要になってくるというふうに認識をしているところでもありますので、そういう必

要性が出るという形の中ではやはり他のバランスを見ながら進めていかなければなりませんけど、

やはり適切な人事配置をしなければ、職員そのものが壊れてしまうということになっても大変な

ことになりますので、そうならないようにしっかりと管理をしていきたいというふうに思ってい

ますし、必要であれば定数条例そのものはまだ 100 名持っていますので採用はできますが、ただ

１回職員採用するということは今の形の中であればですね、60歳までいきますので、それを通じ

た財政的な負担というのも相当ありますので、やはり多く持てば良いということでもないし、少

なくて大変な思いをしなきゃならないと。そこのバランスをしっかりと見極めながら、取り組ん

でいきたいというふうに考えております。 

いずれにしろどの数字をもって適正なのかというのはかなり難しいんです。というのは毎年仕

事の中身がかわります。何年かごとに大きく仕事のシフトが出てきますので、そこら辺を踏まえ

た中で平準化をかけながら、そして必要な部分の専門的な部分は先程言いましたように、アウト

ソーシングするだとか色んな方法を組み合わせて適切な人数をはじき出すということになってこ

ようかなというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいというふうに考えております。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

今町長の方からご答弁ございましたけど、ほんとにかなり難しい。私も認識しております。か

なり難しいけど絶対やらなきゃいけないんです。その部分は本当にスピード感を持ってやってい

かないと、また同じ話になってしますが、本当に取り返しがつかないことにもなってしまいます

ので、その辺を本当に危機感を感じ、この諸問題に取り組んでいただきたいなとそのように思っ

ております。 

ただ１点だけ、先程からの答弁の中で気になった部分がございまして、事務改善委員会。事務

改善委員会からの答申が出て 84 名から 86 名という話でおっしゃいます、本来事務改善委員会

での当初は 90 名だったような気がするんですが、90 名から最終的にどこの部分か僕はわから

ないですが、それで 86 に治まったと思っているんですが、最初からこの答申は本当に 84 から

86 だったのか、またちょっとそこだけお聞かせください。 

 

○堀川委員長 

 町長。 
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○町長（ 引政明君) 

 ちょっと具体的な細かい数字はあれなんですが、職員の管理に向けた自立計画、先程申しあげ

ました、それに基づきながら 80 名体制をとってきたわけです、それを最終的に事務改善委員会

の中でどういうふうに進めていくかということでの諮問をし答申をいただいております。その時

の 26 年９月でいただいた段階ではですね、90 名という数字でありますが、その後同じく答申

の検証報告をいただいております。それで 27 年 10 月に検証報告をいただいた段階で８６名と

いう数字が出てきておりまして、今現在においては 86 名体制を構築するという形で推移をして

いるというような状況であります。 

ただ先ほど申し上げられなかったんですが、実は今回の審議の中でもご意見いただいておりま

したが専門職としての保育士だとかそういう部分が非常に今募集はしているんです。土木技師も

募集はしているんですが、２年３年にわたって応募していただけないという。まさか他所から個

別に連れてくるわけにもいかないので、ちょっとそこら辺が現実問題として技術職では苦慮して

いるというのが状況であります。 

 

○堀川委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤副委員長 

 先ほどの事務改善委員会での諸々はそれで納得できました。今、町長おっしゃられました専門

職の部分も募集はしているんです。私もずっと見ていますからわかっております。なかなか来な

いんです。でもなかなか来ないんですっていう答弁ではだめな話であり、やはり募集をかけてい

る以上は絶対とるんだということを、結果を求めていかなきゃいけない部分もございますので、

その辺を十分にまた今後も頑張っていただきたいなとそのように思っております。 

今回、本日平成 30 年度決算審査を終え、緊縮財政の中、財政の健全化に努めたことに関しま

しては十分評価いたします。今後はさらに先ほど来申し上げております、事業の精査見直し、無

駄の洗い出しを行い、必要なところにはきっちり予算をつけ、町民にとって安心して暮らし続け

て行けるまちづくりのために、 引町長の勇気ある決断力と力強い舵取りに御期待を申し上げな

がら、私からの平成 30年度決算審査総括質疑とさせていただきます。以上です。 

 

○堀川委員長 

 引き続き総括審査を行います。村島委員。 

 

○村島委員 

 冒頭申し上げておりますが、代表監査委員の方から健全財政を堅持しているという報告を受け

たところでありますが、今後もこれを守っていただいて色んな事業に携わっていただきたいなと

このように望んでおります。 

先程も伊藤議員からもお話ございましたけれども、一般、特別会計の７会計、総額約 67 億と

いうことでありますがその後、採決・可決されると思いますが全面的に今後これを守っていただ

いて事業に当てはめ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。 

私、８項目にわたってこれから随時質問させていただきますが前後しますけれども、１点目は
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平成 27 年６月定例議会において、一般質問した経緯がございます。４年経ったわけであります

が、前議員である河口委員からも質問があったわけでありまして、池下議員からも総括質疑でも

あった事案であります。それは今申し上げますが、緑地区の分譲地の話を一般質問しているわけ

でありますけども、一向に先が見えないと言いましょうか。書類的なことで済まされるというこ

とは私も認識はしておりましたけれども、その後、全然音沙汰がないと言えばないようなことで、

その地区に住んでいる方からお話を聞きましても、いや何もないんだという、そういうような話

を耳にするものでありますから、今ここで総括でお聞きする次第であります。 

それと緑の方はそれとしまして、同じくその時に 18 号道路、これは１線と２線道路の区間の

18 号道路でありますが、これも町長の答弁では民間がないからできないんだと、このようなお話

もされました。しかし、これを町の単独事業として例えばこのメートル数というのは約 540 メー

トルあると思うんです。ですからこれは年次計画をもって 120 メートルほどでやっていけば４

年か５年あれば、これは完成するんですよ。それがやはり４年経っても何ら調査も入らないと。

これではやはり町民から付託を受けて、私も一般質問した経過がありますので、今後この件につ

いてどのように、この２点考えておられるかまず伺います。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 只今の御質問でありますが、まず１点目の緑の分譲地の関係であります。これについては経過

は今までは色々ありましたので御案内のとおりかなというふうに思っております。相手側と一定

の話が進んで議会にもいよいよ提案をする段階にまで実は至った経過がございます。ただし最終

的には申請が上がらなかったということで、議会の常任委員会の中でも上がってきた段階ではと

いうことでのお話をしていたわけでありますが、今申し上げましたように申請が上がらなかった

というようなことでありまして、その後いろいろな経過の中で今日まで至っているわけでありま

すが、今年に入ってからもやはり課題が引っかかっておりましたので、相手側の方に照会をかけ

ております。要はいつになりますかということで照会をかけておりますが、施設内の道路側溝も

含めてですが、排水の流末が第三者の民地に通っているということがありまして、その流末に対

して承諾がまだ得られてないんだと、そういう回答をいただいたところでありまして、その相手

側方の土地所有者というのは清里に住まれていないという方でありまして、流末について承諾を

いただくように手続をしているようでありますが、なかなか現実は会ってくれないような、会え

ないような。ちょっとよくわかりませんけれども、きっちりと話が通じていかないと。そんなよ

うなことをおっしゃられておりますので、そこが解決すれば正式な申請が上がってくるだろうと

我々としては理解をしているところでありまして、そんなことで１日も早く解決し、あがってく

れば町としても前にお話ししたような形で道路に手をかけていきたい。道路に手がかかれば、当

然除雪も整備も実施ができるわけですが、今の段階はやはり、何かあった時しか対応ができない

ということでありますんで、そこら辺相手方にもしっかりと引き続きお話をしていきたいという

ふうに考えておりますのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

それからもう１点。18号道路１線から２線までの整備の関係でありますが、この件についても

27 年６月の定例議会のときに一般質問をいただいておりまして、その段階でもなかなか道や国
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の交付金、また補助事業で採択をいただくのはかなり難しい状況の中にあると。そういう中でも

やはり地域の要望等もありますんで何とかということで北海道や振興局に対してお話をしていた

わけですが、やはりそう簡単にＯＫということにはならないということに相なっているところで

あります。基本的にそうなれば一般財源を投入しなければなということになりますので、そこら

辺先ほど委員さんからもありましたように距離が結構 540 メートルというと結構あります。事

業費に換算するとかなりの額になることも事実でありますので、そこら辺を他の事業との優先度

を十分に加味しながら進めていかなきゃならないだろうなというふうに思っているところであり

ますので、まずは前にも申し上げましたように道路整備計画の方に載せましたので、載っており

ますので次の段階としては、予備測量と言いますか、そういう用地を決めていかなければ。それ

から用地のお話を隣接者ともしていく中、どういう整備の手法がいいのか。単純にあそこの部分

でいきますと、今の道路敷地の中だけではおさまらない、大きな排水が必要になってくるという

ことになった時に、地権者の皆さん方がどのように判断するかという部分もありますので、そこ

ら辺慎重に進めていく必要があるかなというふうに思っていますが、そこを含めて我々としても

あそこをいつまでも放置するということではなくて、やはり必要の状況を踏まえながら整備をさ

せていただきたいというふうに考えております。ただ、すぐと言うわけにもなかなかまいりませ

ん。今申し上げましたように予備測量から調査から入れていかなきゃならないということもあり

ますので、当分の間は今の砂利道としての管理をしっかりしながら利用者の方の通行に支障のな

い、そういう体制をとってまいり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。以上であります。 

 

○堀川委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 今町長から 27 年の６月の議会での答弁をまた再度いただいた訳でありますけれども、緑の分

譲地は言うまでもなく今町長の方からも出ておりましたけれども、除雪ですね。これが町民から

色々と言われている事案なんですよ。それはやはり言うまでもなくあそこに住んでいる方から町

民税なり徴収していると思うんですよ。そういうことを考える時に、やはりチグハグではないか

なと。町民として町民税をいただく。そしてその道路の除雪はしないと。これではやはり筋が通

っていないと言われても当然のことであります。 

ただ、今言われたように書類的なこともありますから、これは早急にやっぱり今始まったもの

でもありませんし、私が４年前に質問した前にもこの問題は引き継いで継続されております。今

後もやっぱり早急に急いでやっていただきたい。このように要望しておきます。 

それと 18 号道路ですけれども、これもやはり今町長が言われたような、私も現状というもの

は把握はできます。わかります。ですから余り道路大幅云々ではなくて、私が申すのはあれです

けども現在の 17 号道路。あの道路また改良されましたね、新しく。あのぐらいの道路の幅で結

構なんですよ、実際。そうなるとあまり道路幅が必要ではないと私はこう見ております。ですか

らこれもいろいろとありますけれども時間かけてやっていただきたいなとこのようにお願いをし

ております。 

次に２点目でありますけれども、今回の議会でもお話になっておりました債務負担行為。これ
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について色々と議論をされました。これは清里クリニックの６千万のこの中身でいろいろとお話

があったと私はそう思っています。しかし私も議会に 21 年、今回で出ている方ですけども、毎

年この負担行為というのはつきものと言ったら語弊がありますけれども、何やかんやで出てくる

ものだと私は思っているんです。しかし今後こういった債務負担行為的なものを今後どうされる

か。どう処理されるのか。この点についてちょっと伺っておきたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問でありますが、まず前段の分譲地の関係、改めてまた相手側の方にそういう

ことでなるべく早く手続をお願いしたいということで申し上げたいというふうに思います。 

それから 18 号道路の関係については内容的に具体的な部分まで至っておりませんので、これ

からそういう道路の形態を含めた中でどういうふうな形で行けるか、それらについて十分に検討

させていただきたいというふうに思います。 

それから債務負担行為の関係であります。債務負担行為そのものについては予算の議決ではあ

りませんので、行為の議決ということで単純に言えば契約行為だとか覚書だとかを取り交わす約

束を担保する行為として地方自治法の中で定められているということでありますので、基本的に

予算そのものは債務負担行為の議決をされても単年度予算主義ですので、単年度で予算を計上し

議決を貰わなければならないと。ただし、議決を貰うにあたって負担行為をしてある場合につい

ては、その行為は否決をできないという条件付きの行為になってまいりますので、基本的に今後

においても数年間に渡る契約については継続事業とは違う扱いになりますので、しっかりとやっ

ていかなければならないだろうと思っておりますが、ものによっては必ずしもそこにしなければ

ならないというものも原則的にありませんので、そこら辺踏まえた中でやはり当然これはやって

おかなければならないという契約についてのみやっていくようにしていきたいと思っております

が、これは全体としてきちっとした一線がないところもありますから、基本的にはわかる限りや

って行く方が適切かなというふうに判断をしている次第であります。 

 

○堀川委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 お話を聞いてわかりましたけれども、色んな手法、方向性を今後考えてあまり問題のないよう

に。法律違反だとか自治法違反とか色んな話にならないような進め方で進めていただきたいと要

望しておきます。 

次にさくらの滝の整備についてでありますが、これも民間から無償で寄付された土地でありま

す。私もちょっと関連がありますので事業体が同じものですから。今現在トイレはリースで使っ

ておられるように見受けますけれども、やはりこのいただいた土地を有効化するためにはやはり

早急に整備するというのが原則では正しいのではないかなと言うように思っていますが、これに

ついてどのように考えているかお伺いします。 
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○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 さくらの滝の関係でありますが、御案内のようにさくらの滝の場所について、駐車場含めて御

寄付をいただいた土地でありまして現在も駐車場として使わせていただいているところでありま

す。この関係については現在観光計画推進委員会の中で、観光整備計画に取り組んでいるところ

でありまして、今その中で駐車場のあり方、トイレのあり方、それらについて検討が加えられて

おります。今の段階では基本的に駐車場については砂利を入れて整地をして敷きならしをすると

いうようなことでもありますし、またトイレについては今、簡易水洗の移動式のトイレを使って

おりまして、簡易水洗型でありますのでこれらについて引き続きというようなことにもなってい

るようでありますので、そこら辺の意見を聞きながら全体の展望台の部分も含めて整備が出てこ

ようかと思いますので、しっかり内容を詰めていきたいと考えている次第であります。 

 

○堀川委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 さくらの滝につきましては、今町長から答弁ありましたので、その方向性によって進めていた

だきたいとこのように思います。 

次に風呂の緑清荘。我が町はパパス、緑と温泉が出ておりますけれども、この入湯料。５年前

になりますか、見直して現在の 390 円ですかね。子供・老人含めて２千円ですか。そのような形

で今現在やっておられるわけですけれども、今回の議会においても見直しをかけるという話があ

りました。これは消費税も言うまでもなく 10％になりますので、上がるのは私もわかっておりま

す。しかしながら 70 歳から高齢者に対して入湯料無料券を 24 枚年間出しております。それは

それでいいんですけれども、これを利用している方は実際どのぐらいおられるのか。わかる範囲

でいいですから言ってください。 

やっぱりいただいている方は有難いということはもちろんですけども、事実私もいただいてお

ります。70 歳から 74 歳の５年間見直すにしても改正するにしても、私は見直すということで

あれば私が提案したいんですけれども、この１年間で 24 枚。足りないと。少ないと言っている

方がたくさんおられます。そこで半年で 24 枚。これを検討していただきたいなと申し上げてお

きます。 

それと高齢化が進んでおります。私も後期高齢者であります。自分で言うのも変ですけれども、

75 歳過ぎている方はそう思っていると思うんです。それはどういうことか。もう風呂ぐらいは無

料でいいのではないかと。こういう話もされておりますので、難しい点もあろうかと思いますけ

れども 75 歳以上ですよそれは。無料でもいいのではないかという話が出ておりますということ

をお伝えしておきたいなと。この件についてどんな考えでおられるか。 

 

○堀川委員長 
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 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 まず入湯の関係でありますが、その中でも福祉入湯券の利用の関係です。データによりますと

利用率は全体の 30％ということだそうであります。今委員の方からいろいろ御提案・御定義をい

ただきました。見直しの必要性と合わせて利用の方向性ということでありますが、いろんな部分

があります。全体としてのこの入湯料だけでなく、使用料及び手数料全般についての見直し。引

き上げるとか引き下げるとかっていうことではなく、見直しをしっかりやらなきゃならないと思

っていますし、今の時代に合うような形もしっかり考えていかなければなりません。そして町民

の皆さんが良かったなと思ってもらえるようなことも、どの線がいいのかという部分も含めて慎

重に検討をさせていただきたい。今どこのところからどうするかということは申し上げにくいと

ころがありますので、色々検討の課題として取り組んで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。 

 

○堀川委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員   

 今後、入湯料につきましては今検討されるということでありますから、そのように要望をして

おきます。次にこれは早くから出た話の一部でありますが、こども園、保育所と幼稚園の一体と

いうことで考えなきゃいけない事案ではないかと私も思っておりますし、この件について町長ど

のように今後考えておられるか、まず伺いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

 保育所と幼稚園の関係でありますが、基本的に今現在幼保一元化という方向性を頭の中には描

いているところでございます。子供さんの数も減ってきております。またある一面、保育と幼稚

園の学校的な要素といろんなバランスも必要になってきている時代だろうというふうに思ってお

りますので、そうした将来の子供さんのためにも考えていかなきゃならない大きな課題だなとい

うふうに思っておりまして、これは具体的には幼稚園、民間で学校法人を設置して今の幼稚園を

運営されておりますので、そちらの方にも理事長さんをはじめ、園長さんの方に町の考え方とし

て申し上げております。誰がどういうふうにやっていくかということよりも、幼保一元に対する

考え方を共有しなければならないということがありますので、その部分のお話をさせていただい

ておりますし、つい先だってお２人とお話を、直接させていただいておりますので。ただその段

階では理事長さんと園長さんだけですから、さらに具体的に進めていくということになれば、法

人の方においては、理事会に当然お諮りをした中での方向性の確認ということになってこようか

と思いますけれども、その段階にそろそろ進めて行かなければならないなと思っている次第であ

ります。色んなやり方がありますので一方的なことにもなりませんし、やはり町側の保育業務と
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学校法人としての幼稚園という教育側と連携をしっかり取っていきたい。 

 そして、町の体制においてもそれを進めていくということになれば、町も組織的には２つの所

管があります。幼稚園は教育委員会の所管になりますし、保育所は保健福祉課の所管ということ

もありますので、そこら辺もどういうふうな位置づけをとりながらこの議題を進めていくかとい

うことも慎重に検討しなければというふうに思っているところでありますが、いずれにしてもそ

のような方向性を確認しながら前に進めていかなければならないという思いでいるところであり

ますので、その面でご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 大変町長から身に余る答弁でありましたけれども、町長は子ども支援というのは力を入れてお

られるわけですから、是非とも実行に向けてやっていただきたいとこのように要望しております。

次に、緑ケ丘公園の池の跡地のその後の経過でありますが、これも私が質問した経緯があります。  

 これは元は沼だったんですね。私が７歳頃は沼でした。70 年前。斜里川というのは、今の埋め

た跡地というのは蛇行していまして、今の緑ヶ丘公園、あれは全部川だったんですよ、旧斜里川。

それを改修して曲がっている川を真っすぐにして、今の現在の川になっているということなんで

す。私も小学生時代は斜里川で泳いでいた経緯があります。沼から池に変わったんですね。上水

道を入れて魚を離して。話しに聞きますと、何年後かには大きな魚になるんだと聞いたわけです

けれども、そこには至らなかったようなわけでありまして、そのうちに埋め立てをしたというの

が現在の状況でありますが、それをどうしたらいいのかということが、今回の質問の趣旨であり

ますが、やはり去年か一昨年になりますか、あそこは桜を植えたんですよね。私も２本ほど植え

たからわかっているけれども。桜の小さい花が綺麗に咲くんですよね、今も。今年も咲いており

ました。そこへまたつけ加えて植樹した経緯があります。私はその場所をパークゴルフ場にも利

用できないものかなと。それか今言った桜の木を増やしてあそこ一面、桜の木を植えたらどうな

のかなと。実際、16 号に桜の山もございますけれども、やはり私はそれが利用するにはよろしい

のではないかと思っておりますので、町長どのように考えておられるか伺いたいと思います。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま緑ヶ丘公園の旧斜里川の河川敷地の経過について詳しくご紹介をいただいたところで

あります。当初の段階では水辺公園として整備をしていただくということで斜里川ですので、普

通２級河川の形で土建にお願いをして青写真まではできたんですが、現実になったときに予算が

なかなかつかないということで、その計画が頓挫してしまったということで、その後、池となり

埋め立てせざるを得なくなったということであります。 

 埋め立てをした後に、今現在は芝生が入っております。それで緑ヶ丘公園のパークゴルフです

が、すぐそこへ移せるかどうかを含めて検討していかなければと思っているのは、今Ａ・Ｂの２
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つコースが緑ヶ丘公園の中にあります。現実、あそこは公園であってパークゴルフ場ではありま

せん。それで子供たちが遊ぶ遊具が置いてあるところについては網をして、場合によっては子供

が中に入ってきたらどけなさい、パークゴルフなんだからと。こういう、本来は公園だったはず

なので、そこら辺も加味したときにその部分を今回できた芝生の方に移行ができればという思い

を持っております。 

 これについては教育委員会の方とも十分相談をしながら、そういう設備配置がすぐ可能なのか

どうかという部分も含めて検討させていただければなと思っております。こちらの部分までは今

までも使っていますから、きちっと芝をしていますが来年いきなりでは芝も少し刈り込んで安定

させねばならないのかなということもありますが、もし可能であればそういう使い道についても

あわせて検討させてもらって、それがやはり上手くいかないということであれば、また桜の木を

植えるなりして環境整備をかけていきたいというふうに思っておりますので、その点でご理解を

いただきたいというふうに思います。 

 

○堀川委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 それではもう後わずかですから何点か質問しますけれども、池の跡地について色々とお話がご

ざいましたけれども、あそこは長らく産業まつりという場所でもあったわけですね。ここ何年か

はモトエカの方に移行しましてそちらでやっているわけでありますけれども、その後に残ってい

る建物があそこにあるわけですね。それである方から相談を受けたわけでありますけれども、も

ったいないと。ああやって投げておくのはもったいないんじゃないのと。何とかステージですか

ら、あくまでもね。ただの建物じゃなくてステージなものですから、常時使っているモトエカの

方へ移動できないのかなという話をされる方も中にはおります。この点について伺っておきたい

と思います。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

ご案内のように緑ヶ丘公園のステージの関係でありますが、こちらの産業まつりの方がモトエ

カ広場の方で開催されるようになってしばらく経ちます。今現在はテントなどを入れる物置兼で

使っているところでありまして、かなり老朽化も現実には進んでいるのではないかなというふう

に、私は実際的に調べたことはありませんけれども、移設するとなれば基礎づきのものですので、

かなり難しいのではないかなというふうに、これ私の勘ですけれどもそんな思いをしております。 

ステージでありますから何かそういうステージとして使う行事があれば、なお良いかなと思い

ますけども、それ以外であれば帯に短し襷に長しになってしまうのかなというような思いをいた

しておりますが、アイデアを我々も一生懸命考えていきたいなというふうに思っております。こ

のままいっていくと、やはり数年するとさらに老朽化が進んでどこかの時点では処分しなければ

ならないという状況になろうかなというふうに思って、もったいないと言えばもったいない気持
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ちであります。 

 

○堀川委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 実際にもったいないんですね。それであそこは木ではないんで鉄骨だと思うんです。鉄骨です

ね。鉄骨ですから木と違って腐ったとか年数経ったから駄目だというようなことは私はないとは

思いますけども、ただ今言ったように基礎から立ち上げている建物であるということで大変なこ

とであろうと私も認識をしております。よくその辺、今後検討して考えていいただきたいなとこ

のように思います。 

 最後になりますけれども、今議会でも話出ておりましたケアハウスの件について、ちょっと聞

きたいと思いますが、今現在ですね。当初 50 床であっても 10 何名から始まっていって、現在

は 30 何人かおられるのかな。はっきりした数字私も聞いておりませんけども、ただ、やはりこ

れを 50床に近づけるために色んな手法を使ってやっておられることは私も認識っております。  

 やはり、これは議会でも話が出ていましたけれども、今現在は自賄いと言ったら社会福祉協議

会にお任せしてやっておられるわけですけれども、これが人員が少なくていつまでも続くもので

もありませんし、そうなってくるとやっぱり一般会計からの持ち出しということもついてくるわ

けでありますから、早急に 50 床全部とは言いませんけども少なくとも 40 若干残しても入居で

きるような手法を使っていただきたいなとこの点についてちょっと伺っております。 

 

○堀川委員長 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ケアハウスの部屋の関係であります。50の部屋で運営をスタートしたわけでありまして、今現

在は 29 名が入られたと。今月中にももう１人入る予定になっておりまして、今月中で 30 かな

と。今、審査待ちの方が６名いらっしゃるということですので、ちょうど昨年の 10 月から供用

開始しておりますから、ほぼ１年で大体そこまで来たかなとそれで内容的には今まで重要視して

いたのは町内の方が入られる方を、それから町内のお方と縁のある方、こういう方を優先的に今

までは進めております。いよいよこれからはまだ慌てて全部埋める必要もないと思っています。

町内の人も様子を見ているんだという声も結構聞こえてきますので、そういう人方が早く決断を

してもらえばありがたいなと思っておりますが、そういう人方もおりますので実際に入りたいと

思った時にはもう埋まっちゃって、町内でも入られないなということになってもあれなんで、あ

る程度の余裕を見ながらも収支のバランスというものも一方では考えなければなりません。 

 昨日も答弁いたしましたように、必ずしも収支のバランスだけではなく、やはり福祉としての

そういう意味合いも含めながら進めていきますが、できる限りはもし満室なるのであれば満室が

１番良いわけでありますので、そんな形になるようにこれから町外の方にも門戸を広げながら進

めていきたいなと。できれば 50 最終的には。余り時間の置くことのないように入っていただけ

ればありがたいかなとそんな思いで取り組んでいきたいというふうに思います。 
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○堀川委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 計画につきましては 50 床が今 36 名ぐらいには達していると言われましたので、ひと安心か

なと私も思いますけども、できるだけこれは広域的に募集すればまだまだ余地はあると私も認識

しております。今後これに力を入れていただいて継続していただきたいとこのように思います。

以上を持ちまして、総括質疑を終わります。 

 

○堀川委員長 

 以上で、総括審査を終わりたいと思いますが、よろしいですか。以上で総括審査を終わります。 

 

○堀川委員長 

 以上をもちまして、平成 30 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対し３日間審査運営に特段の御協力いただきましたことに対し、厚く御礼を

申し上げます。 

 審査中に各委員から出されました意見などにつきましては、今後十分検討いただき、明年度の

予算編成に、また行政執行に活かされますよう要望申し上げます。 

 経済社会情勢など変化の激しい厳しい時代を迎えておりますが、町民の福祉生活向上のため一

層の研鑽とご努力をご期待申し上げまして審査終了の御挨拶といたします。ご協力、誠にありが

とうございました。 

 

○堀川委員長 

 ここで、暫時休憩いたします。町理事者、職員の方は退席願います。  

                                （町理事者、職員退席） 

休憩  午後 ３時 25 分 

再開  午後 ３時 27 分 

 

○堀川委員長  

 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 30 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 30 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件を一括議題とし

ます。 

 

○堀川委員長  

お諮りします。 

はじめに、決算審査の意見の取りまとめを行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○堀川委員長 

 異議なしと認めます。 

 審査意見の内容について事務局長に説明させます。 

 

○議会事務局長（溝口富男君) 

 それではお手元に配布の審査報告書について御説明申し上げます。 

 審査案件については、認定第１号から認定第７号まで、一般会計、各特別会計の歳入歳出決算

認定でございます。審査日につきましては、令和元年９月 17日、18日、20 日の３日間でござ

います。  

 審査の結果については、各会計について認定するべきとしたのが委員会の意見でございます。

朗読いたします。 

 平成 30 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。 

 

○堀川委員長 

 審査意見の内容について、御意見を伺います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 審査結果及び委員会の意見については同意をしていきたい。ただ１点だけ総括で村島議員の方

からお話ありました私の一般質問に関連する部分であった債務負担行為について、町長の答弁の

中で明確に債務負担行為は行為であって予算ではないというような答弁ございましたけれども、

これは事務局長含めて地方自治法を確認をいただきたいと思います。 

 私の認識では予算の内容、地方自治法第 215 条では予算は次の各号に掲げる事項に関する定

めから成るものとする。一．歳入歳出予算、二．継続費、三．繰越明許費、四．債務負担行為、

五．地方債、六．一時借入金、七．歳出予算の各項の経費の金額の流用、これをもって予算とする

と、明確であって地方自治法の解釈の問題ではない。明確に法で規定されている。 

 さらに法律、地方自治法第 214条、債務負担行為においての規定する条文においては歳出予算

の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団

体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

と明確に運用規定ではなくて、法律で厳然として規定されている。 

 この事実に反する答弁をされていた。このように認識するものです。法律的な解釈、町長答弁

が法律に沿った答弁であったかどうか、事務的な処理として委員長含めて整理を求めるものです。 

 原則的に委員会で取りまとめには賛成いたします。というのは明確に委員長の職権でもって、

事務局長にその条文等の確認をさせていただきたい、このように思います。 
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○堀川委員長 

 一旦休憩したいと思います。 

休憩  午後 ３時 34 分 

再開  午後 ３時 42 分 

 

○堀川委員長 

 以上で、審査意見の取りまとめを終わります。 

 

○堀川委員長 

 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、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○堀川委員長 

 異議なしと認めます。 

 これより、各会計一括して採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 認定第１号、平成 30 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

30 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） 

 

○堀川委員長 

 挙手全員であります。 

 したがって、認定第１号、平成 30 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 30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。御苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ３時 44分） 

 

 


