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第２回総務文教常任委員会会議録 

平成２１年２月２５日（水） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １０時５５分 
 

 

○会議に付した事件 

１．道外所管事務調査の取りまとめについて 

２．町からの協議・報告事項について 

●総務課 

①平成２０年度一般会計補正予算（第５号）の概要について  

②平成２１年度清里町予算の概要について  

③平成２１年度一般会計当初予算主要施策等（総務課所管分）について  

④北網広域圏組合の解散に伴う財産処分の変更について  

⑤清里町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について  

⑥清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について  

 ⑦清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について   

⑧第２期清里町自立計画について  

●生涯教育課 

 ①平成２１年度一般会計当初予算主要施策事業（生涯教育課所管分）について  

 ②平成１９年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告(案)について 

 ●消防清里分署 

 ①平成２１年度斜里地区消防組合清里分署所管主要事業について 

３．意見書の検討について 

①公契約に関する基本法の制定を求める意見書（案） 

４．次回委員会の開催について 

５．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 谷 定 雄 

     委 員   藤 田 春 男       委  員   中 西 安 次 
       委 員    田 中    誠      委  員    加 藤 健 次 

委 員    勝 又 武 司    ※議 長  村 尾 富 造 
 

 

○欠席委員    な し 
 

 

○説明のため出席した者の職氏名 
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■総務課長      古谷 一夫    ■企画財政Ｇ主幹   澤本 正弘 
■総務Ｇ総括主査   岸本 幸雄    ■企画財政Ｇ主査   熊谷 雄二 
■企画財政Ｇ主査   伊藤 浩幸    ■総務Ｇ主査     宮津 貴司 
■生涯教育課長    柏木 繁延    ■学校教育Ｇ主幹   鈴木  敏 

■学校教育Ｇ主査   佐川 悦子    ■社会教育Ｇ主査   松木 治巳 

■社会教育Ｇ主査   武山 雄一    ■社会教育Ｇ主査   本松 昭仁 

■消防清里分署長   高橋 俊幸    ■警防係長      君島 晴男 

 

 
○職務のため出席した者の職氏名 

    事 務 局 長    村 上 孝 一 

      主    査    鈴 木 美穂子  

 

 

●開会の宣告 

 
○委員長 

 第２回総務文教常任委員会を開催させていただきます。早朝より大変お忙しいと思いますが、

３月定例議会に向けて案件がございます。慎重審議をしていただければと思います。 
 

 
○委員長 

１点目につきまして、道外所管事務調査の取りまとめということで事務局のほうからお願いし

ます。 
 

○事務局長 

 前回お配りさせていただいておりますが、その内容でよろしいと言う事であれば３月の定例会

で報告をさせていただきたいと思います。なお、今後の活用につきましては、例えば本日の町民

懇談会の時の資料にしたり、これから委員会、議会活動の中で調査内容については活用させてい

ただくという事で報告書の方をまとめさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○委員長 

 ３月の定例議会に向けて前回提出した報告事項、活用させていただきますという事でよろしい

でしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 続きまして 2 番、町からの協議・報告事項ということで、総務課から８点ございます。宜しく

お願いいたします。 
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○総務課長 

 総務課よりは３月定例会に先立ちまして、８点について協議・ご報告を申し上げたいと思いま

す。 

 まず第１点の平成２０年度一般会計補正予算（第５号）の概要についてでございます。お手元

の資料のとおり今回の補正につきましては実行による補正でございまして、１千４９８万５千円

を減額し補正後の予算につきましては５６億５千４１４万４千円とさせていただきます。なお、

本件につきましては全体的な事務事業の執行に伴う不用額等の減額、さらには一部歳入の確定、

そういうことにおきまして特別会計等への繰出の調整、そういったものを図って参りたい、かよ

うに考えてございます。なお、オーバーフローしたものについてはそれらルールに基づいて基金

への積み立て、また、当初予算または補正において予定してございました基金からの繰り入れか

らの支消の減額、こういったものを全体併せながら調整を図って参りたいというふうに考えてご

ざいます。なお、事務事業の一部につきましては歳入歳出が確定しない分もございますので、今

後３月３１日付けで専決処分において行いたい。また、一部事業については当然繰越事業もござ

いますので、そういったことも併せてご理解を賜りたいと存じます。具体的な補正の内容につき

ましては担当主査より議案に基づきご説明を申し上げます。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 （資料どおり説明）   

 

○委員長 

 平成２０年度の一般会計補正予算（第５号）の概要について委員の方何かございませんか。 

 無ければ次参ります。 

 

○委員長 

 それでは２番目、平成２１年度清里町予算の概要についてということでお願いいたします。 

 

○総務課長 

２点目の２１年度当町の全体的な予算の内容についてご説明申し上げます。別冊の清里町こと

しの仕事をご用意いただきたいと存じます。ページを開いて２ページをご覧いただきたいと思い

ます。まずは全体的な予算編成方針でございますが、今年度につきましては５点を基本的な方針

と致しております。 

まず１点目は、第４次清里町総合計画後期５ヶ年計画の推進による活力に満ちたまちづくり。

２点目につきましては、新年度が初年度となります第２期清里町自立計画の推進による自主自立

（自律）のまちづくり。３点目が住民協働と共生で築く安心・安全なまちづくり。４点目が継続

的な行財政改革推進と選択と集中による健全財政の堅持。さらに加えまして、本年度５点目とし

まして、既に１２月補正により取り込んでございますけれども、継続的に２１年度についても緊

急的な地域経済と雇用創出対策への取り組みとして基本方針を定めているところでございます。 

２点目の各会計別の予算総額でございますが、一般会計から８特別会計を加えまして本年度の

予算の総額が、記載のとおり５７億７千５１０万７千円となってございまして、対前年度比で８

５．１パーセントとなってございます。この件につきましては、昨年度２０年度におきましては
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国営畑総償還の分がございましたので、これを除いた場合につきましてはほぼ同規模。さらに、

昨年１２月の補正において公営住宅の建設費、こういったものを、繰越事業を前提として準備を

してございますので、そういった公営住宅の繰越明許分を加えた状態であれば若干２％ほどプラ

ス。後ほどご説明申し上げますが、公債費の分が歳出で８千万強落ちてございますので、そうい

った事を加えますと実質的には３％強の増額というふうに考えてよろしいかと、かように考えて

いるところでございます。 

一般会計の歳入歳出についてご説明申し上げますので、まず３ページをお開きいただきたいと

思います。まず歳入の関係でございます。町税の関係につきましては、今年度３億８千３１０万

円の予算となってございます。前年度比較では２千９００万円の増という形で計上させていただ

いております。ご存知のとおり２０年度におきましては農業者所得の新しい制度の中において一

部の所得が２１年度に繰り入れた、そういうこともありまして大幅な減で予算を組んでございま

したけれども平常年に戻ってくるという要素、さらにそういった要素もございますが一般的な産

業経済の停滞によって所得が伸びていかない、そういったことも配慮しながら前年度対比では微

増の２千９００万円増の３億８千３１０万円で当初予算を計上させていただいてございます。な

お、地方譲与税から利子割交付金、地方特例交付金、この関係につきましては道路特定財源の一

般財源化、それから景気後退に伴う国としての基幹税の歳入の減少、こういったものを見込みな

がら全体的にはマイナスの形の中で組んでございまして、地方譲与税におきましては前年度比較

におきまして１千１１０万円の減額、交付金等合わせた分につきまして全体では２千１６５万円

の減という、そういった予算の組み方を今年度はさせていただいております。続きまして、中ほ

どの地方交付税でございますが全体的な当初予算額は２２億９千万円を当初計上をさせていただ

きたいと考えてございます。地方交付税につきましては原資となります国税３税、この落ち込み

があるわけでございますけれども、国の方針といたしましては臨時財政対策債を含めながら地域

経済の振興の観点から総額としては確保している。そういった流れにございますので計算的には

平成２０年度の普通交付税の実績額から公債費の算入減額分を差し引く、そのように特別交付税

については前年度同額で試算を申し上げ、当初予算におきましては２２億９千万円の計上をさせ

ていただいていることろでございます。また、下の方にございますが繰入金につきましては前年

度の畑総償還の関係から６億９千２５３万５千円の計上を行ってございましたけれども、今年度

につきましては繰入金につきましては６千２４０万２千円、そのうち４千万円につきましては、

過日２月補正で実行させていただきました４千万円の基金を含んだもの、ほぼ調整的なものでい

きますと２千万円程度しかないと、ほぼ繰入れは皆減をしているという、そんな状況の中で今年

度は予算を計上させていただいているところでございます。併せまして一番下段でございますけ

れども、町債につきましても平成２０年度当初は畑総償還の関係で過疎債充当分を含む中、８億

２００万円で計上させていただきましたが、今年度につきましては記載のとおり４億１千６１０

万円という形の中で、総額としては３億８千５９０万円の減額で予算を組まさせていただいてご

ざいます。 

 続きまして歳出の区分別の主な概要につきましてご説明申し上げたいと存じます。議会費につ

きましては４千６８万２千円でございまして、道内所管事務調査を当初予算から計上しておりま

すので若干の７０万２千円の前年度比較でプラスというふうになっています。総務費につきまし

ては、１１億２千９０９万１千円の計上となってございますが、後ほど総務課主幹の主要な施策

中でご説明申し上げますが、新しい動きとして経済振興、雇用創出に係る地域振興費こういった

形で総括的な計上させていただいた影響、そういった中で前年度と比較いたしますと１億円弱が
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予算額としては伸びを見せているところでございます。民生費につきましては、４億９千８８万

２千円の計上となってございますけども、昨年度と比べますと若干の伸びになってございますが、

特に医療給付関係の改定の繰出金、こういったものが一つの伸びとなってございます。続いて衛

生費の関係ですが当初計上額が５億７千８７万３千円となってございます。最終処分場が継続し

て予算を計上させていただいておりますが、平成２１年度が完了、最終年度となっております。

また、併せながら一部清掃センターの施設の修繕的な事業、こういったものを行って参りたいと

いうふうに考えてございます。農業水産業費、当初予算は１億１千８７７万８千円となってござ

いまして、昨年度の当初が１１億９千８７３万８千円となってございますので、この大幅な減は

国営畑総償還金繰上げの完了によるものでございます。商工費につきましては、９千５３５万２

千円の計上でございます。商工費は特に温泉施設関係の指定管理、新しく委託金として緑清荘が

加わりました。そういった状況による若干の増というふうになってございます。土木費の関係で

ございますが、当初計上が２億９千９２７万２千円となってございまして、前年度比較いたしま

すと約１億２千万円強落ちてございますが、これは先ほども申し上げたとおり、ひまわり団地、

旧営林署団地、この分が繰越明許の扱いになって落ちている。それから町単独の道路事業の減、

こういったものが影響しているというふうに分析しているところでございます。消防費につきま

しては１億８千４６９万５千円の計上となってございまして、昨年度から比べますと５千万円強

の増となってございます。この要因につきましては、新たに高規格救急車を導入することに併せ

て第２車庫の改築を今年度実施して参りたいと、かように考えているところでございます。教育

費につきましては、２億９千７８２万５千円となってございまして、特に教育費におきましては

緑町小学校の耐震補強工事並びに光岳小学校の特別教室・体育館の実施設計を今年度行って参り

たい、このような形の中で予算を計上させていただいております。公債費につきましては１０億

１千１５５万円となってございまして、前年度が１０億９千５２０万３千円でございましたので

比較的には８千３６５万３千円といった形の中で減額になってございまして、平成２０年度１度

目の償還のピークがありまして、こういった中で平成２０年度においては８千万強の減額となっ

てございます。こういった状況になってございます。続いて５ページをご覧いただきたいと存じ

ます。先ほど歳入のところで述べた地方債の借入計画となってございまして、臨時財政対策債か

ら光岳小学校の特別教室屋内運動場改築事業債まで合わせて４億１千６１０万円、このような内

容になってございます。４番目のことしの主な事業については、この後、各所管課よりそれぞれ

ご説明申し上げたいと思いますが、新規事業につきましてはそれぞれの事業項目の頭に新規と記

載させていただいてございます。８ページをご覧いただきたいと存じます。８ページにつきまし

ては各種団体への補助金の一覧表になってございます。原則的は大きな変動は生じてございませ

んが、林産協同組合、前年度５６万円が４８万円に、商工会の補助が前年度１千７５万７千円が

１千７３万４千円になっているところでございます。それ以外の団体については平成２０年度と

同額というふうになってございます。続いて９ページをご覧いただきたいと思います。施設の維

持管理経費の一覧表となってございまして、指定管理施設、介護老人保健施設きよさとから道路

橋梁及び河川維持管理まで平成２１年度の総額は３億９千６０８万５千円となってございまし

て、２０年度当初予算といたしましては３億７千４０５万６千円でございましたので、約２千２

００万円程度の増となってございます。要因につきましては、新たに緑清荘に係る指定管理の委

託料が生じたということ等によるものでございます。なお、施設の維持管理経費についてはご参

照いただきたいと思いますが、全般的に燃料費等が落ち着いてきたことから全体的に下がり気味

の維持管理費になってございます。続いて１１ページをご覧いただきたいと思います。１１ペー
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ジから１５ページにつきましては、それぞれの特別会計の内容について記載されてございますの

でこの内容につきましてもそれぞれ所管課からご説明申し上げたいというふうに考えてございま

す。なお、特別会計につきましては、平成２１年度全会計合わせまして１５億３千５１０万７千

円という形の中で昨年度当初予算より約５千６００万強の伸びとなってございますが、特に医療

給付関係の給付費の伸びによってそれらの会計が伸びているといった形でご理解賜りたいと存じ

ます。なお、一般会計からの特別会計の繰出金につきましては、平成２１年度全て合わせますと

２億４千４７３万７千円となってございまして、昨年度から比べますと合計額では約３千万強の

伸びとなってございますが、これについても同様、国保会計医療給付費の伸び、こういったもの

が中心となる財源調整の繰出しの部分と、このようにご理解を賜りたいと存じます。続きまして、

次の資料につきましてはそれぞれ財政状況等の資料となってございますが２５ページをご覧いた

だきたいと存じます。基金と地方債の状況のみご説明申し上げたいと思います。先ほど、実行補

正等の関係で３月実行補正の段階における基金残高見込みが２４億３千万であるというお話がご

ざいましたけれども、一応推定レベルではございますが、今後の専決等を含んだ部分で参ります

と２１年度末には大体全体的な現段階での執行を想定した場合についてはほぼ基金残高について

は維持されるものだと考えてございます。また、地方債の残額でありますが、２６ページの一番

下の方の表をご覧いただきたいと思いますが、償還等の新規発行の差額が非常に大きくなってご

ざいますので、２１年度におきましては９０億を割り年度末には８０億代に入って行くというよ

うな状況になっていることを併せてご報告申し上げます。以上、平成２１年度の清里町の予算の

概要の説明に代えさせていただきます。 

 

○委員長 

 平成２１年度の清里町予算の概要についてということで、委員の方何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければ次に移らさせていただきます。平成２１年度一般会計当初予算主要施策等についてと

いうことでお願いします。 

 

○総務課長 

 続きまして総務課主幹の主要施策、併せまして職員給与関係につきまして具体的な内容を担当

主査よりご説明申し上げたいと思います。 

 

○企画財政Ｇ主幹       

 それでは私のほうから、平成２１年度一般会計当初予算主要施策、総務課関連につきましてご

説明をさせていただきたいと思います。４ページ目をご覧いただきたいと思います。2 款総務費、

２項総務管理費、２目財産管理費でございます。減債基金積立金事業につきましては減債基金に

５千３０１万７千円の積み立てを行うものでございます。財源のその他につきましては介護報酬

収入等の事業手当て超過分、施設利用料及び積立金の利子となってございます。続きまして、公

用車更新事業につきましては全体的な減車対応を図りながら必要な更新を行なうものでございま

す。本年度におきまして、普通乗用車 1 台を更新すべく２６７万４千円の予算計上となってござ

います。財源は一般財源でございます。続きまして、地上デジタル対応事業につきましては平成
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２３年の 7 月から地上デジタル放送への完全移行になります。それに備えまして 2 ヶ年計画で対

応を進めるものでございます。今年度につきましてはテレビ購入 9 台分といたしまして９０万３

千円を計上しております。財源は一般財源でございます。温泉成分分析事業につきましては、温

泉法の改正に伴いまして町内にあります 5 施設の成分分析を行う経費といたしまして本科目で一

括計上しているものでございます。予算につきましては６９万５千円となってございます。財源

は一般財源でございます。4 目広報費でございます。広報用備品購入事業につきましては広報作

成用パソコン及び編集用ソフトについて機器の更新を行うものでございます。９８万２千円の予

算を計上いたしております。財源は一般財源でございます。１５目総合庁舎管理費、内線電話機

の更新事業でございます。この機器につきましては、平成 6 年度に導入したシステムが老朽化し

たことから更新を行うものでございまして、５６４万円の予算計上をいたしております。財源は

一般財源でございます。3 項開発促進費、1 目企画振興費でございます。第 5 次清里町総合計画

策定事業につきましては、平成２２年度に現行の第 4 次総合計画が最終年を迎えることになりま

す。それによりまして次期計画の策定の準備に着手するものであり５６万５千円の予算の計上と

なっております。財源は一般財源でございます。5 ページ目をご覧いただきたいと思います。3

目花と緑と交流のまちづくり事業でございます。花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、

町民の皆さんと行政がパートナーシップにより花と緑の環境づくり事業及び交流事業を推進して

参りたいと考えてございます。事業費につきましては、１千９９４万円となりますが、花と緑の

環境づくり事業に８６３万４千円、交流事業に１千１５７万６千円を計上してございます。交流

事業におきましては、海外研修事業におきまして８９９万４千円を予算計上してございます。財

源につきまして、特定財源といたしまして道支出金１５０万円、その他ニトリ応援基金助成金等

々で１０３万円、一般財源１千７４１万円となってございます。6 項選挙費、1 目衆議院議員選

挙事業費でございます。衆議院議員選挙事業につきましては今年予定されております選挙事務に

４２０万円を当初より計上するものでございます。財源につきましては、特定財源といたしまし

て国庫支出金４０８万９千円、一般財源１１万１千円でございます。9 項地域振興費、1 目地域

振興対策費でございます。地域振興総合対策事業につきましては地域経済の振興や雇用創出など

総合的に推進すると共に、総合計画と第 2 期自立計画で示しております地域基盤施設等の整備に

向けた計画策定及び基本設計を進めるものでございます。国におきましては、地域経済、雇用創

出対策として新年度予算においても新たな交付金、交付税、起債等による財源支援、加えて２１

年度予算の補正についても現在検討されている状況にございます。このような状況に機動的に対

応しつつ既存の事業においても財政処理上の適法を図りながら、更に、新規事業の立ち上げにお

いてもそれらの有利性のある財源を迅速に導入出来るよう総合的な予算科目を設けたものでござ

います。事業費といたしまして 1 億１千１２１万２千円を計上してございます。臨時雇用事業関

係といたしまして、臨時職員賃金２千万円は既存事業分として１千４９４万６千円、新規の拡大

分として５０５万４千円を計上してございます。シルバーセンター等の委託につきまして５４８

万円でございますが、既存分の事業といたしまして３４８万円、新規拡大分といたしまして２０

０万円を計上してございます。財産管理住宅取壊から商工振興補助事業まで５事業合わせまして

４千７２３万２千円となってございます。2 月臨時議会補正において、ふるさと事業基金に積立

を行いました地域活性化生活対策臨時交付金の対象事業となってございます。耐震化促進計画策

定事業から測量調査業務委託事業までの 6 事業合わせまして３千８５０万円は新規地域振興対策

事業費でございまして、耐震化整備さらには老朽化が進んでおります町民プール、福祉センター

等の改築におきまして、また、さらには総合計画及び第 2 期自立計画において計画しております
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札弦地区活性化計画を含む道の駅パパスランドの整備等々に向けて実施計画策定や基本計画など

を行うものでございます。財源につきましては特定財源といたしまして国庫支出金４００万円、

ふるさと事業基金からの繰入金４千万円、一般財源６千７２１万２千円となってございます。な

お、一般財源につきましては平成２１年度の普通交付税、算定項目といたしまして新たに設けら

れております地域雇用創出推進費４千９００万円を含む金額となってございます。以上でござい

ます。6 ページにつきましては担当の主査よりご説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ主査 

 6 ページの職員給与費についてご説明申し上げます。総体予算ですが７億４千１８０万７千円

で計上させていただいております。前年比マイナス４９７万２千円となってございます。平成２

１年度の職員数でございますが、退職者 3 名、新規採用者 2 名、これによりまして特別会計も含

めますと９０名というふうになってございます。昨年と比べまして 1 名の減となってございます。

また給料、期末勤勉手当等に関する制度改正は昨年については無かったということで支給率は昨

年同様となってございます。以上によりまして昨年と比べまして給料で約９００万、各種手当て

で約３６０万円の減額となってございます。続きまして各種負担金についてご説明申し上げます。

特別職、一般職を含めます共済組合の負担金、それと一般職のみの退職手当組合の負担金、それ

の負担率が昨年より増率となってございます。共済組合の負担率でおよそ給料の 1％、退職手当

の負担率、但し一般職のみの負担率でございますが給料の約 2％の増となってございまして、予

算で共済組合の負担金で約２２０万、退職手当組合負担金で約５５０万円の増額となってござい

ます。以上、簡単でございますが説明を終わります。 

 

○委員長 

 平成２１年度の一般会計当初予算主要施策等で委員の方質問ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければ次、北網広域圏組合の解散に伴う財産処分の変更についてということでお願いいたし

ます。 

 

○総務課長 

 北網広域圏組合の関係、それに併せまして５点目の過疎地域自立計画の変更についてご説明申

し上げます。北網広域圏の関係につきましては、団体の解散、財産の処分、義務的な事務の継承、

こういったことについて１２月定例会において議決をいただいたところでございますが、1 件、

財産の処分について、事務局を持っている網走市より道との協議の中において新しい活用の方策  

が提示されておりますので、それに関連する部分として今回の定例会において財産処分の関係に

ついての変更を議案として上程させていただきたい。また併せて２１年度の高規格救急車等の導

入にあたって過疎債を利用するために計画の一部変更、こういったことを行っていきたい、かよ

うに考えてございます。提案理由の内容については担当主査よりご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは私の方から、1 点目の北網広域圏組合の解散に伴う財産処分の変更についてご説明申
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し上げますので 7 ページをご覧いただきたいと思います。変更議決議案の内容ですが、本件につ

きましては、今、課長から説明があったとおり、昨年の 12 月の定例会におきまして北網広域圏

組合の解散に伴い組合が保有する基金 10 億円のうち 9 億円は出資比率により関係市町に分配し

1 億円は北海道に返還すると議決しておりましたが、このうちアンダーラインで示しております

1 億円は北海道に返還するとしていたところを、変更議決にありますとおり 1 億円は北網地域活

性化協議会に移譲すると変更するものでございます。経過等についてご説明申し上げますが、北

海道に返還することになっていました 1 億円について、北網地域の活性化のために活用できない

かということで、網走市から北海道の方に要請しましたところ、北海道におきましては低迷する

北網地域の観光振興を中心とした地域の活性化を目的とした事業に使うための新たな基金原資と

して北網地域で活用されることを前提に返還を要しないということになりました。これには新し

い条件がありまして、1 つ目が新たな受け皿としての任意団体の組織化、それが北網地域活性化

協議会でございます。2 つ目は基金は切り崩し型として、構成市町は事業実施年度において切り

崩し額と同程度の負担をするとなってございます。なお、これらの経過等につきましては北網地

域の副市町長会議、理事協議会等書いてございますが、それらに説明を終え本日関係市町議会議

長への説明となっておりますが、本日当町におきましては常任委員会等々がありまして後日北網

広域圏の方が説明に来る予定でございます。これら経過等を踏まえまして構成市町が 3 月の定例

会にそれぞれ変更議案の提案をすることになっております。以上で北網広域圏組合の解散に伴う

財産処分の変更についての説明を終わります。 

 次に清里町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についてでございますが、この計画につき

ましては平成１６年の１２月に可決され平成１７年度から２１年度までを期間とする計画でござ

います。計画の３、生活環境の整備に事業名（4）消防施設、事業内容・高規格救急車購入事業 

1 台、格納庫整備事業 1 棟、事業主体・町、これを加えるものでございます。なお、過疎地域自

立促進市町村計画第 6 条第 6 項により議会の議決において過疎計画を変更することとなっており

ますので、定例会に提案させていただくものでございます。また、大きな変更につきましては北

海道と事前協議をすることとなっておりますが、本年の 2 月１０日付けで変更に不備はないと言

うことで事前協議は済んでおりますので報告させていただきます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただいまの 2 件、北網広域圏組合解散に伴う財産処分の変更についてと、過疎地域自立促進市

町村計画の一部変更についてということで、何か委員の方でありませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければ続いて、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について

ということでお願いいたします。 

 

○総務課長 

 今般、今年度の人事院勧告に伴い、すでに閣議決定をみておりますけれども、職員の勤務時間

が従来４０時間だったものが３８時間４５分に変更になってございます。当町においては国公に

準じながらという方向で参ってございますので、４月１日からそれに関する部分の条令の改正を

今回の定例会で提案させていただき、始業時間終業時間、こういったものに変更が生じないよう
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な形の中で実務的に執行をして参りたい、かように考えてございますのでご理解いただきたいと

存じます。具体的な条例の内容は担当主査よりご説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ主査 

 今回の改正の概要についてご説明させていただきたいと思います。昨年人事院が民間企業の所

定労働時間、この状況をかんがみた上で行政サービスの維持、それとコストの増加を招かないこ

とを基本といたしまして見直しの勧告を行いました。既に国家公務員も来年の４月より労働時間

を１日７時間４５分、１週間３８時間４５分、それらに改正することとなってございまして、本

町も国家公務員に準じた同様の改正をして参りたいというものでございます。お手元にございま

す８ページの資料でございますが、内容といたしましては４０時間というものを３８時間４５分

に、それと１日８時間を７時間４５分にそれぞれ改正いたしまして、それ以外の項目につきまし

てはこの時間改正に準じた改正ということで大きな内容変更はございません。なお、これらの改

正によります役場庁舎の開庁・閉庁時間、これらにつきましては一切変更は行いません。現行通

り午前８時１５分の開庁、閉庁が午後５時といたしまして、職員の休憩時間を現行の午後０時１

５分から午後１時までの４５分間だったんですが、これを午後１２時から午後１時までの１５分

拡大して１時間にすることで１日の勤務時間を１５分短縮するということで調整して参りたいと

いうふうに考えてございます。休憩時間拡充に伴います窓口の対応につきましても従来通り職員

の交代制などによりまして、サービスの低下を招くことの無いように対応して参りたいと考えて

ございます。なお、休憩時間の変更についてですが規則での改正というふうになってございます

ので、条例上あくまでも１日及び１週間の勤務時間の改正に留まっていると言うことでございま

すので、この条例の改正が行われた後に規則についても順次改正して参りたいというふうに考え

てございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただいまの６番について委員の方何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければ次７番、町職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてということ

でお願いいたします。 

 

○総務Ｇ主査 

 本条例の改正につきましては、先ほどご説明いたしました職員の勤務時間の短縮改正に準じま

して改正を行うものでございます。育児休業等に関する制度の内容変更、これが伴うものではご

ざいませんので詳細の説明に関しましては省略させていただきたいと思います。以上でございま

す。 

 

○委員長 

それでは７番について委員の方、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 



 

- 11 -

○委員長 

なければ次、第２期清里町自立計画についてです。お願いします。 

 

○総務課長 

 最後の議案となりますけれども、第２期の清里町自立計画につきましては、１月にまちづくり

委員会から答申をいただいております。前後２回にわたりまして所管の委員会にも協議・ご報告

を申し上げて参りました。さらに併せまして１月１５日から約１ヶ月にわたりまして町民意見提

出手続き経て、今般全体的な内容について結果が出ましたのでご報告申し上げます。なお、今回

の委員会におかれましては具体的なパブリックコメントの募集の結果、それに対する町の考え方、

こういったものを集約して報告させていただきながらご理解を賜りたいと思いますのでよろしく

お願いします。具体的内容につきましては総務課総括主査よりご報告申し上げます。 

 

○総務課総括主査 

 それでは１３ページをお開きいただきたいと思います。第２期清里町自立計画素案に対するパ

ブリックコメントの募集結果についてでございます。まず１点目の実施状況につきましては先ほ

ど課長が述べたとおり１月１５日から２月１３日までということで、計画素案の公表につきまし

ては概要版を全戸に配布、また町ホームページに掲載、各施設窓口に供覧ということで設置をい

たしました。募集方法については持参、郵送等で行っております。その結果、２番パブリックコ

メントによる意見の提出状況でございます。件数は、人数にいたしまして持参がお二人、電子メ

ールがお１人で合計３名の方から、件数にいたしまして合計１８件ご意見をいただいてございま

す。３番がそのパブリックコメントで寄せられました意見の概要と考え方に対する、町としての、

意見に対する考え方を記載してございます。まず行財政改革の推進におきましては、職員８０人

体制における職務分析と労務管理及び職員研修について。指定管理施設の運営内容と資質向上に

ついて。花緑事業における緑の事業展開について。町道の草刈り、枝払いの住民協働について。

ゴミゼロ運動の展開について。ＪＲ車窓からの眺望、景観について。町有未利用財産の情報開示

と財産管理への町民参加について。議会活動に関する広報掲載について。ごみ処理の広域連携に

ついて。以上９点の意見等が寄せられてございます。そして、まちづくり重点事業の推進につい

てでございますが、地場産業振興対策に向けた研究開発について。道の駅の活用方法について。

町民の情報発信による清里応援団創出について。清里焼酎拡販のための外部コンサルタント導入

について。自治会における活動家や指導者の養成について。畑の臭いと電波障害への対策につい

て。以上６点が寄せられてございます。その他全般的な部分ということで、空き家、空き地等の

対応について。内向きから外向きへの事業の転換について。町の予算の使い方について。以上３

点が寄せられてございます。それぞれ、これらの寄せられました意見への町としての考え方とい

うことで右の欄に簡単に記載してございます。なお、この詳細につきましては３月の広報に掲載

をいたしまして町民の方々にお知らせをするということでございます。また、お手元にお配りし

ました別冊の第２期清里町自立計画の概要につきましては、前回ご説明させていただいておりま

す。これらのパブリックコメントで出されました意見等を踏まえまして、また今後、文言等の精

査、整理を行ったうえ３月中には計画書の発行をし、４月１日全戸に配布を予定しているところ

でございます。以上でございます。 

 

○委員長 
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 それでは自立計画について、また併せて総務課全般を通して何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければ終わりたいと思います。総務課どうも御苦労さまでした。 

 それでは５分休憩をさせていただきます。 

休 憩  午前１０時００分 

                                  午前１０時０５分 

○委員長 

 それでは休憩をときまして続けて参りたいと思います。それでは生涯教育課、平成２１年度一

般会計当初予算主要施策事業ということでよろしくお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 平成２１年度教育委員会生涯教育課の主な予算について、それぞれ担当の主査より説明申し上

げますのでよろしくお願いします。 

 

○学校教育Ｇ主幹 

 それでは私の方から学校教育グループの管轄の予算についてご説明いたします。お手元の１４

ページをお開き下さい。まず、教育委員会の教育費、教育総務費、生涯教育費、子育て支援専門

員設置事業でございますが、平成１８年から配置しております教育相談、家庭教育等に係るアド

バイザーの担当者の配置ということで事業費を１８０万円ほど予算計上をしております。次に教

育諸費でございますが、清里高校総合支援対策事業といたしまして、平成２１年度からキャンパ

ス校の関係がございまして要綱等改正してございますが、高体連等の出場経費、進路指導対策費、

資格取得等対策経費に係る総合支援ということで１千万円を予算計上しております。なお、現在

の在校生１年生２年生については経過措置ということで卒業するまで旧来の通学費、教科書代に

ついては経過措置として残しております。総額で１千万円ということで予算計上させていただい

ております。次に私立幼稚園の運営費補助事業でございますが、運営費の補助といたしまして人

件費２名分の給与年額の範囲内ということで従来から予算措置をさせていただいておりますが、

５００万円を予算計上させていただいております。次に遠距離通学費バス業務事業でございます

が、中学生のバス及び一般町民乗合バスということで１千８００万円を計上させていただいてお

ります。それで、交通機関の中で高校生が今回乗れるようにいたしております。次に小学校費の

学校管理費でございますが主なものといたしまして、光岳小学校の改築工事に係ります実施設計

業務委託を、平成２０年度で耐力度調査を実施しておりますが、危険係数が設定されております

ので、これに係る実施設計を業者委託するものでございます。事業費といたしまして１千４００

万円。これは屋内体育館と特別教室音楽室の実施設計となります。次に緑町小学校の屋内運動場

の耐震補強工事でございますが、これも平成２０年度に実施設計をいたしております。２１年度

に補強工事を実施して行くということで１千２４万５千円を予算計上いたしております。次に教

育諸費、学校管理費と中学校費の教育振興費の学校教材及び備品整備事業でございますが、年次

計画に基づきまして教材に係る経費、学校の消耗品ということで管理用の備品ということでそれ

ぞれ計上させていただいておりますが、総額で７０５万８千円を予算計上させていただきます。

教育振興費につきましては小学校、中学校それぞれ主なものはパソコンの更新、それから地上デ
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ジタル放送が平成２３年ですか、アナログ放送が見れなくなる関係がございますので年次更新し

て参りたいという関係で予算の計上をさせていただいております。次に社会教育費の図書館費で

ございますが、図書の購入事業ということで各図書の購入の経費として学習支援として３６０万

円を計上させていただいております。次に保健体育費の学校給食センター費でございますが、給

食センターの備品購入事業として配送車、１６年経過していますのでかなり摩耗がきていますの

でそれの更新と、調理機器の蒸気加熱調理器、魚を焼くとかの調理機でございますがその購入と

合わせて６７６万６千円を計上させていただいております。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 続きまして真中辺りにありますけども、社会教育費、社会教育総務費、外国人英語講師事業に

つきましてご説明いたします。これの事業につきましては、学校における国際理解教育または英

語教科の指導を行って参りたいと思っております。本年度、２０年度より新規講師グレン・ラン

カスターを迎えまして２１年度も進めて行きたいというふうに考えております。またこの事業に

つきましてはニュージーランド等の文化歴史等の学習等も取り入れて行って参りたいというふう

に考えてございます。続きまして生涯教育費、清里セミナー事業であります。地域の課題等を掘

り起こしながら清里にマッチしたまちづくりの学習とまちづくりリーダーの育成を目的として実

施して参りたいというふうに考えてます。事業費につきましては８５万２千円でございます。続

きましてプラネットステージ公演事業補助でございます。広く町民に対して優れた芸術の鑑賞の

機会を提供して本町の文化振興をつくるための事業を実施するものでございます。事業費につき

ましては２５０万円を計上させていただいております。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 続きまして生涯学習総合センター費の説明をさせていただきます。子育て支援学童保育事業で

ございます。これにつきましては専任職員配置による学童保育、名称はなかよしクラブと申しま

すが、これの運営を行って参ります。対象につきましては１年から３年までの留守家庭児童を対

象として実施して参ります。事業費につきましては３７１万４千円を計上させていただいており

ます。続きまして生涯学習総合センター管理運営事業でございます。生涯学習拠点としての生涯

学習総合センター管理運営を行って参ります。費用としましては３千４０３万３千円の予算を計

上させていただいてございます。以上でございます。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 続きまして保健体育費の社会体育関係でございますが、科目としましては保健体育総務費、清

里トレーニングセンター費、町民プール費、札弦トレーニングセンター費、スキー場管理費であ

ります。主な施策といたしまして体育施設の管理運営事業でありまして、住民の健康増進の施設

としての運営管理事業を推進させていただきたいと思っています。主な事業といたしましては主

に施設の維持管理でありまして、保健体育総務費では８０７万５千円、清里トレーニングセンタ

ー費では９７６万６千円、この中にはトレーニングセンターの器具購入費としてランニング機も

計上しております。それから町民プール費は８６４万１千円、それから札弦トレーニングセンタ

ー費は１１７万６千円、スキー場管理費は１千９１万６千円となっております。また昨年トレー

ニングセンターで耐震強度診断を行いましたが、その結果耐震補強が必要と出ましたので総務費

の地域振興対策費の中で耐震補強の実施設計委託料の計上をさせていただいております。以上で
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す。 

 

○委員長 

 それでは生涯教育課の一般会計当初予算主要施策ということでしたが、委員の方、何かありま

すか。 

 

○田中委員 

 高校の支援対策事業ですが、従来と変わって本年度から高体連とか進路指導、資格取得の補助

などありますけども、町外からの入学生に対しての交通支援はもう無いのか、有るのか。それと、

今年からの遠距離バスに高校生も乗れるということで、それは有料なのか無料で乗れるのか。 

 

○生涯教育課長 

 通学費の補助でございますが、要綱の附則に表現しておりますが、今の１年生２年生、新規の

２年生３年生については卒業まで交通費、教科書については補助して行くという要綱になってお

ります。それから高校生がスクールバスに乗る場合の料金でございますが、これは無料です。乗

せていただくということで、現在乗られている方もおられますのでそのような形で対応して行き

たいと思います。 

 

○委員長 

 よろしいですか。他に何かありませんか。 

 

○勝又委員 

 耐震の関係の光岳小学校の設計費なんですけども。体育館の改築並びに特別教室の耐震強化と

いうことで１千４００万円計上しているということなんですが、このことが高いのか安いのかわ

からないけれども結構いい金額になっているんでないかなと思う。実際、これからまた耐震設計

に関わっている部分では色々とまた出てくるんでないかなと思うんですけども、町としてその設

計に対してどういう判断基準、補助金とか、そういう部分が有るのか無いのかそこら辺を聞きた

いのですが。 

 

○生涯教育課長 

 この手の設計につきましては、建設課の専門の建築設計技師が積算するわけでございますが、

その辺の積算基礎について細かに述べよと言われるとなかなか難しい。私どもとしては厳しいと

ころがあるんですけども、この音楽室に係る基本設計と実施設計、体育館に係る基本設計と実施

設計に分かれておりまして、特別教室である音楽室の部分については３００万円程度を。それか

ら体育館については１千４０万円程度の内訳で我々のところに数字が挙がってきています。それ

を予算計上しているということでございます。細かな積算もございますが、持ってきております

が、色々専門的なことでなかなか私どもが説明するのは難しいかなと思います。と言ったところ

で音楽室、体育館の数字が挙がってきている状況でございますのでご理解をお願いいたします。 

 

○勝又委員 

 気になったのは建物がどの位のものになるのかっていう部分で、そういう部分にかかる経費、     
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それぞれに見合った設計料なのかなぁという感じがしている。そういうことで、今回のこの部分

というのがだいたい想定してたような金額になっているのかどうか。 

 

○生涯教育課長 

 基本的にはですね、設計に係る日数とそれに係る人夫数、それが基本になっているというふう

に調書にはありますが。この手の実施設計の基本的なベースは設計に係る日数と人数というのが

ベースだと、そういうふうに聞き受けております。 

 

○中西委員 

 町民プールの部分なんですけども、保健体育費の管理運営事業ということで改修事業も含まれ

ているのか。これはどの位の改修なのか。 

 

○生涯教育課長 

 ここに記載しております８６４万１千円につきましては、プールの管理運営に関わるいわゆる

需用費でございます。光熱水費を含む需用費ですとか、管理に関わる委託料の経費でございまし

て町民プールの改修部分ではございません。２１年度については大規模改修については行いませ

んので、この予算についてはいわゆる管理運営費ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○細矢委員 

 先ほど勝又委員も質問されていたんですが、今回耐震補強関係で光岳小学校については１千４

００万円で実施設計費ですよと。また、緑町小学校の屋内体育館については１千２４万５千円で

補強工事が出来ると。私たち素人の考えで実施設計に１千４００万円もかかって、その他に工事

費もかかる訳でしょ。これはちょっと考えものでないのかなという風な気がしない訳でもないん

です。片や１千２４万５千円で工事が出来るわけだから。設計費に１千４００万円かけて更に工

事費に千何百万もかかる。実施設計と工事と合わせて出来ないものかどうか。ちょっと理解に苦

しむ。 

 

○生涯教育課長 

 学校につきましては１９年度に耐震診断を行いまして、緑町小学校、光岳小学校、新栄小学校、

これらの耐震の基準に満たないという結果を当委員会にもご説明申し上げました。その際、耐震

の改修計画の説明も申し上げたところです。緑町小学校については２１年度に工事を行う。光岳

小学校については２２年度に改築を行うと。新栄小学校については江南小学校と同様、学校の将

来方向がございますので２３年度にもって行ったと言うような説明を申し上げて、ご理解をもら

ったという経過でございます。ただ、その際にですね、こういった細かな数字はですね、実施設

計等の数字は概算でご報告申し上げた部分がございますが、今回こういった補強、実施設計、改

築の形で数字が出てきたということでございますので、その辺ご理解いただきたいと思います。

この数字が妥当なのか妥当でないのかというのは、なかなか。公共単価に基づいて設計ないし積

算したというふうにご理解を願いたいと思います。 

 

○細矢委員 

 理解すれと言われればしない訳でもないんですが。この光岳の場合は補強では駄目だというこ
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とですか。要するに。 

 

○生涯教育課長 

 体育館の部位につきましても、いわゆるブレスと言うんですか、エックス型や何かで補強して

いくという部分ではなかなか対応しきれないという事でございまして、いわゆる建て替えが必要

だということで判断しているところでございます。 

 

○細矢委員 

 補強で駄目だと言うことであれば建設当時に問題があったという風にしか思えないですね。建

設そのものに。 

 

○生涯教育課長 

 そのために今回耐力度調査を行いまして。この校舎の音楽室と体育館はどうなんだと、そう言

うことで耐力度調査を行ったという段階で危険校舎だと。基礎も鉄骨も錆なり何なり付いて基準

の点数に満たないという判断を受けまして、これは改築という事で道教委なり文部科学省に補助

金の申請なども行いまして改築の方向で、改築で考えているということです。補強ではもたない

という判断です。 

 

○細矢委員 

 分かったけれども。緑の体育館と光岳の体育館とを対比した時に、一般町民からすると、ちょ

っと理解に苦しむのかなと。それから、１千４００万円かかるとするなら仕方ないかもしれない

ですけども、出来るだけこの、町の施設を色々造るのに当たっていつも感じる。設計費っていう

のがどうも高すぎる感じがするんです。場合によっては設計費でもう出来てしまうのではないか

と、そのぐらいに感じるものですから。この際、財政も厳しくなってきている訳ですから、こう

いう町民の目に付くような、無駄につながるようなものについては出来るだけ抑えて、設計で駄

目だと言いませんから出来るだけ安上がりになるように努力して下さい。お願いします。以上です。 

 

○生涯教育課長 

 我々の出来る範囲で努力は行いますが、なかなかこの辺は技術的な部分もございますので技術

サイドにも伝えてですね、委員のご指摘の部分については念頭において執行に当たって行きたい

と思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○中西委員 

 保健体育費の中で学校給食センター費の中で給食センターの備品購入のところで、その中の配

送車の６７６万６千円と出ているんですけども。相当年数が、配送車の年数が経っているから入

れ替えると。配送車の、６７０万くらいで、ちょこちょこ整備するのか、また今年もやりまた来

年度もと。一番心配なのは小中学生含めて何百人もの給食を運ぶ車が時間内に届かないだとか冷

めてしまっているとか、そういうことの無いようなきちっとした整備が出来るのかどうか。車が

かなり傷んでいると聞きますし、車だけ取り替えて後ろのコンテナは古いものを使うとか。緊縮

財政だから大変だと思うんだけども、これの内訳が、予算委員会で出せばいいんだけども、大ま

かなことだけちょっと聞きたいのですけども。その配送車の部分でどれだけなのか。調理器具の
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部分でどれくらいなのか。配送車輛だけだったら、６００万位ならそんなに高くないんでないか

なと思うんですけども。 

 

○生涯教育課長 

 配送車につきましては本体、保険料、手数料合わせまして５０８万６千円でございます。蒸気

加熱調理器は１６８万円の予算でございます。委員ご指摘のとおり今回につきましては自動車の

本体のみを購入するということで、後ろに付くコンテナについてはまだ使用可能ということでご

ざいますので、それについては学校の児童数の関係などもありますので若干様子を見ながら、ま

だ使えますし様子を見ながらコンテナの部分は取り替えて行きたいと思っております。従いまし

て、コンテナを含めますと議員のご指摘のとおり５００万円では買えないということでございま

すので、今回は本体のみということですのでご理解願いたいと思います。 

 

○中西委員 

 キロ数は何十万キロも乗っていると思うんですけども。４校ぐるぐると回っていますから。江

南とか新栄とか。ですから本体は何十万キロも乗っているけども、コンテナの方はまだ傷んでな

いからと言う事で。そして、また何年かした後に後ろのコンテナを取り替えたいとなるんじゃな

いか。まだまだ車が傷むまで何十万キロ走るまでコンテナ車がもつと理解してていいんですか。 

 

○生涯教育課長 

 コンテナについては、当時導入の際約７００名程度の生徒数の想定で配置しております。今は

６００名程度の生徒児童数でありまして、学校数も６校ですか。そして保育所、幼稚園もありま

すが、これもここ２年３年でまた変わって行くのかなと。そういう部分もありまして若干時間を

ずらして、使えるということもありますので時間をずらして整備して行きたいというふうに考え

ております。 

 

○中西委員 

 ただ心配しているのは、いずれ統廃合があるからこれも含めてあんまり急がなくてもいいんじ

ゃないかと思われるかもしれない。町民として、そういう思いもあるのかなと思われないように、

する時はして、きちっと給食は各学校の子供達に当たるようにしなければならないと思います。

また予算委員会で質問していきたいと思います。 

 

○委員長 

 他ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければ主要施策の関係について終わらさせていただきます。続いて、１９年度清里町教育委

員会の活動状況に関する点検、評価報告についてということでお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 平成１９年度教育委員会の活動状況に関する点検、評価についてご説明申し上げます。教育委
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員会の責任体制の明確化や情報公開を目的として、昨年度、地方教育行政の組織および運営に関

する法律、これが改正されました。我々教育行政の方向となる法律という風にご理解願えれば有

難いかなと思います。この法律、地方教育行政法と呼んでおりますが、これについては地方自治

体の首長が地方議会の同意を得て教育委員を任命する等々の教育行政に関わる制度について規定

する法律であります。市町村教育委員会に関わる分においては平成２０年度より毎年その事務の

管理執行状況について点検評価を行い報告書を議会に提出すること。また、その情報について公

開すること、というのが主な改正内容でございます。なお、この案の１ページ目のはじめにの下

に法２７条が参考で記載しておりますが、そのとおり教育委員会の活動を議会に報告書を提出し

なさいという法律の改正でございます。この施行日が２０年４月となっております。本年度の４

月でございます。今回については初年度ということもありまして、初めての報告となるというこ

とで若干時間を要してしまったところでありまして、３月定例会前での報告書の提出を予定して

おります。今回その概要についてご説明申し上げるものでございます。報告書の内容につきまし

ては、４項目で構成されており第１は教育委員会会議の開催状況、第２は教育委員会の活動状況、

第３は関係委員会の活動状況、第４は学校教育、社会教育における施策事業の点検結果でありま

す。委員会の開催状況につきましては教育委員会の議決案件、協議事項について記載しておりま

す。教育委員の活動状況につきましては委員の各種研修会の参加や公式行事への出席状況、それ

について記載しています。関係委員会につきましては、社会教育委員の会議ですとか体育指導員

の会議あるいは就学指導委員会への活動状況について記載しております。学校教育、社会教育の

施策事業の点検につきましては具体的な事業についての点検、評価、課題について記載しており

ます。将来的には評価の方法について更なる検討が必要であると思っていますが、次年度以降に

ついても点検評価の内容については変更の可能性があるということでご理解いただきたいと思っ

ております。報告書の提出につきましても今年度は準備期間を要したことから３月にずれ込んで

しまったということがありますが、２１年度以降は前年度の事項に関しては６月ないしは９月定

例会前に報告書の提出を考えております。公表については町のホームページで一般町民等に公表

したいという風に考えています。以上で説明を終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 清里町教育委員会の活動状況に関する点検、評価について何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければその他で教育課にございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければ終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 それでは続いて消防清里分署、平成２１年度斜里地区消防組合清里分署所管主要事業について

ということでお願いします。 
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○消防清里分署長 

 それでは私の方から平成２１年度の清里分署の所管主要事業についてご説明させていただきま

す。議案の１５ページをお開きいただきたいと思います。まず最初に清里分署費でございますけ

ども、平成２１年度におきまして消防職員としての専門的知識や技術向上のための専門教育を受

講するということで、北海道消防学校の入校事業として警防科１名、予防査察科１名の旅費費用

合わせて２０万２千円の予算を計上させていただいております。同じく分署費の中で備品整備と

いたしまして各種災害に対応するための救助器具等購入事業といたしまして、救助工作車に積載

いたします、チェンソー１台２８万７千円、それと消防自動車に積載してございます空気補給器、

酸素ボンベでございますが、その使用期限が本年の７月に切れるということがございますので、

使用不可となります４本分の容器の更新費用６６万５千円。それを合わせて９５万２千円を計上

しております。続いて清里分署施設費、救急自動車購入事業として高規格救急自動車１台と自動

車重量税他の費用を計上しております。事業費の内訳ですが車輛本体と付属品、装備品、ぎ装費

用を含めまして２千４７万２千円。これの内訳につきましては車輛本体が１千５０万円程度、そ

れから装備品、ぎ装費用として約９６０万円くらいで合わせて２千４７万２千円ということにな

ります。その他として諸経費で１４万９千円をみまして合計２千６２万１千円の予算を計上して

ございます。また、救急自動車の更新事業と併せまして救急車に搭載する資器材、人工呼吸器や

気道確保の資器材、搬送用資器材、酸素吸入用装置などこういった高度救命処置用の資器材の購

入経費といたしまして９８７万９千円を計上して参りたいと思います。なお、現救急車に搭載し

てございます２年から３年前に導入いたしました患者監視モニター及びＡＥＤ、それから細かい

ものがございますけども、それらも今後続けて使用していく分については新しく導入する救急車

に積み替えをして活用して行くということで考えてございます。同じく清里分署施設費の中で消

防の第２車庫の改築事業に伴う予算を計上させていただいております。次のページに車庫の建て

直しの配置図を資料として付けてございますので、そちらも合わせてご覧いただきたいと思いま

す。それから高規格救急車の購入に伴いまして現消防第２車庫、今の消防庁舎のすく前にある車

庫でございますけども、内部が狭隘(きょうあい)になることから車庫の改築が必要になるというこ

とでございます。既存車庫の立て替えに伴います経費及び立て替え場所に支障となる物件もござ

いまして、これらの解体費用を含めて一式予算計上させていただいて、長年に亘って使用できる

施設の整備を図って参りたいという風に考えてございます。また、第２車庫の改築と併せまして

現在第１車庫に格納してございます救助工作車、４号車と言っておりますが、それらを今回建設

する車庫の方に格納を移管しまして、新たに導入する高規格救急車を第１車庫の方に移しまして

救急要請があった場合に事務所からすぐ救急車に乗って初動出動ができるようにして行きたいと

いう体制を整えたいということで考えております。第２車庫の建設場所でございますが、１６ペ

ージの方に書いてあるとおりでございまして現第２車庫と車庫の南側にございます役場庁舎の旧

浄化槽施設をそれぞれ解体いたしまして、現車庫の入り口より５メートルほど南側に下げた形で

で新しい車庫を建設して参りたいという風に考えてございます。このことによりまして前スペー

スが取れますので、車輛の洗車スペース、それからホースの点検、団員の訓練スペース等広く有

効的に活用して行きたいと考えてございます。車庫の改築に伴います事業費でございますけども、

１５ページに戻りまして、改築工事に伴います建物の構造強度計算に係ります業務の設計委託費

用で４０万円を計上させていただきます。それから改築工事の請負費として、規模としては鉄骨

造りで平屋建て、床面積では９０平方メートルの建物でございますが、現車庫と比較しまして２

倍ほどの広さを持つ車庫となる訳ですけども、それの費用として１千５６６万円。また、既存車
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庫の解体費用として６３万５千円です。旧浄化槽の解体工事費で２３０万円、さらに外構工事、

これは車庫内の方でございますけども、これは３１万５千円。それから役場の給排水管が通って

まして、それの切り替えが必要となってきますので４０万円ほど経費の予算を計上させていただ

いて、合計総計で１千９７１万円の事業費となってございます。以上が第２車庫の改築に伴う予

算でございますけども、改築工事にかかります予算見積りにつきましては、過去に建設されまし

た同規模の施設等々を確認して、また資材等の高騰も加味しまして予算額を計上させていただい

た訳でございますけれども、工事発注に向けては構造計算の設計等が終わり次第、工事設計を進

めて参る中で十分検討を加えて工事発注業務を進め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。以上簡単でございますけども、平成２１年度の消防分署の所管

主要事業につきましての説明を終わります。 

 

○委員長 

 消防の関係でございますけれども何かございますか。 

 

○中西委員 

 ちょっと１点だけ。今の説明を聞きましたら救急車の出動が早くなるということで車庫を建て

られる。今までやはり、救急車が、要請があってから出るまでは遅かったんですか。 

 

○消防清里分署長 

 誤解のないように。今の現状では第２車庫に救急車を入れてございますので事務所から通信で

要請を受けますと３人ほどすぐ出るんですけども、外に出て第２車庫の戸を開けてエンジンをか

けて出るということになりますので。昔、救急車は第２車庫の方に入っている時もあったんです

けども、事務所からすぐ開けて第１車庫の方からすぐ出動出来るような形にする訳ですから、そ

ういった形で今回高規格救急車も導入いたしますし、そういった形ですぐ出動が取れるような形

と言うこともございますし、併せて車庫を今回増築して参りますので、救助工作車については出

動頻度からいきますとそんなにございませんので十分そちらの車庫で間に合うかなということの

判断でそういうふうにしました。 

 

○中西委員 

 今まで、救急車の到着が遅いと言われたことがあったのはそういう原因だったのかなと。前に

こういう様なことをやっていれば。１分１秒を争う救急車ですから、まず１番早く出れる体制の

所に救急車を置いて出れる体制を取っておかないと。生命を守ったりするのですから。今度は大

丈夫ですね。 

 

○消防清里分署長 

 １人が救急要請の通信をしているわけなんですけども、今は車庫と離れて距離があるものです

から細かいコンタクトを取るのにちょっとやっぱり時間的に若干かかることもございますので。

すぐ声が聞こえる所で出動できれば違って来るのかなと思います。 

 

○委員長 

 それでは、ちょっと参考までに救急自動車は今まで何年使っていたんですか。 
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○消防清里分署長 

 導入が平成７年でございまして今年で１３年経過しています。走行距離は常時出ておりません

ので６万キロぐらいです。まだ若干は使えると思うんですけども、内部がかなり狭くなって救急

車に乗せるのが大変ですので今回購入になりました。 

 

○細矢委員 

 ちょっとこの際だからお聞きしておくんだけど。今救急車の話もあったし消火活動、これらの

通報システム、複雑になっているというか、斜里に入って斜里からここへ来て、そしてそれから

サイレン鳴らしてどうのとか。そういうことで消防車の出動が遅れてる。いわゆる救急車の関係

もそういうことに繋がっているのかと。また警察署もそうなんだね。駐在所にいっても斜里本署

に繋がるんだって、電話が。その辺の、広域化はいいんだけども、そういう１分１秒を争う状況

の中で、そういう通報システムの在り方でいいのかどうなのか。事実が分からないから確認した

いんですけども。 

 

○消防清里分署長 

 一般の通報は、直接１１９番で入るものについては直接清里分署の方に入りますので問題ない

訳ですけども。携帯電話での通報は、３年前には携帯電話からの通報につきましては北見本部を

通じて他の町村に回って来るというような体制だったんですが、これを改正しまして携帯電話に

ついてはそのエリアからかけますと斜里の本部に一報が入りまして、それで場所の判定をして各

分署に転送されるという様なシステムになってます。昔から見れば良くなっていますが、実際携

帯電話の場合は場所判定ですとか、その部分で若干時間が要する部分が確かにございます。今ま

で携帯電話で市街地じゃなくて遠くの離れた場所からかけると遠くにかかってしまいますので、

それではまずいだろうという事でそういう体制になっているということです。携帯電話での件数

も若干増えております。 

 

○藤田委員 

 昔から宿直の泊まる場所が悪いと言われていた。車庫を直す中で、職員も若くなったんで、体

質改善の良い機会であると考えるが。その辺の考えは。 

 

○消防清里分署長 

 今お話いただきました件ですけども、実際、場所的なスペースの問題ですとか実際の職員につ

きましては大分上の方も退職されまして、今は若い３０歳過ぎの平均年齢の方が増えてますので、

この当直の部分につきましては仮眠室でとか通信室兼用に使っている訳でございますけれど、そ

ういった場所のスペースも将来に向けて改善したいとは常々思っていますが、なかなか、すぐに

できるものではございませんので、それも含めて改善出来るものから改善したいと思います。 

 

○藤田委員 

 長年の懸案で、２０年以上、常時この懸案が出ていた。緑、札弦いろいろあると思うんですが。

車庫のあとに併せてやるっていう考えを持っているか。やって行かなかったら、また検討します、

検討しますだったら丁度町が無くなった頃に検討するんじゃ話にならない。気合を入れてやって

いただきたい。 
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○委員長 

 それでは他にございませんでしょうか。なければ消防清里分署を終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 それでは大きな３番、意見書の検討についてという事でお願いします。 

 

○事務局 

 公契約に関する基本法の制定を求める意見書が斜里地区連合会会長名で提出されております。

内容は２０ページに記載のとおりでございます。低価格契約の増大、民間企業の経営の悪化、労

働者の賃金、労働条件の著しい低下などの中、実際に行う入札や契約においては労働基準法や最

低賃金法等を遵守した公正労働条件や環境・福祉などの社会的価値基準を保証するための基本法

を制定することを求めるものでございます。記書き以下の具体的な要請文を朗読いたします。 

（以下、朗読） 

以上、意見書の内容および議会提出者を委員長名でよろしいかのご協議をお願いいたします。 

 

○委員長 

 ただいまの意見書についてよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは意見書の方を終わらさせていただきます。４番次回の委員会の開催について。 

 

○事務局長 

 今のところ具体的な計画はございませんので、また委員長と相談しながら計画させていただき

ます。 

 

○委員長 

 それでは５番目、その他委員の方ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 事務局の方からございませんでしょうか。 

 

○事務局長 

 ないです。 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは、以上をもちまして第２回総務文教常任委員会を終わらさせていただきます。どうも

ご苦労さまでした。 

（閉会 午前１０時５５分） 


