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第３回総務文教常任委員会会議録 

平成２１年５月１９日（火） 

    開 会     午前  ９時４０分 

    閉 会     午前 １１時００分 

 

 
○会議に付した事件 

１．道内所管事務調査について  

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６号）専決処分の概要について  

②人事院臨時勧告に伴う６月支給期末手当及び勤勉手当に係る関係条例の改正について 

③国の経済危機対策に係る清里町の対応について  

●生涯教育課 

 ①江南小学校の統廃合について  

②国の経済危機対策に係る主な事業について  

●消防清里分署 

 ①平成２１年度消防清里分署主な予算執行計画及び清里分署業務に係る現況について  

３．次回委員会の開催について 

４．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 

■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     斉藤 敏美    ■学校教育Ｇ主幹   鈴木  敏 

■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁    ■消防清里分署長   高橋 俊幸 
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○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３回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○委員長 

大変お疲れと思いますが、最初に１件目、道内所管事務調査についてということでありますが、

この関係については前回、議員研修の時に併せて行けないかと言うお話がございました。その中

で両委員会の委員長と協議をさせていただきまして原案を練ってみました。事務局のほうからお

願いします。 

 

○事務局長 

 今、委員長のお話がありましたように、４月９日に正副常任委員長の打ち合わせ会議を開催い

たしまして、原案を作成いたしましたので、その内容をご説明させていただきます。それでは別

冊の資料について簡単にご説明申し上げます。まず道内所管事務調査地の候補地、検討資料とい

う別冊をご用意いただきたいと思います。１３ページをまず見ていただきたいと思います。これ

についてはこれまでの道内所管事務調査の経過を載せたものでございます。説明については省略

させていただきますが、平成１６年、１７年、１９年度の状況でございます。１６、１７につい

ては前任期の２年目、３年目ということでの実施でございました。その際、各道内については任

期の１年目と３年目の実施ということで、今期については１９年度が１年目と２１年度が３年目

の実施ということで今回実施ということでございます。内容については記載のとおりその時期の

タイミング等々を見ながらということで所管の内容で調査をいたしております。１４ページでご

ざいますが、所管事務調査の方向を検討するに当たって１番目として継続調査の項目として平成

１９年６月に議決している内容、それぞれ総務、産業福祉のそれぞれ継続調査の項目がございま

す。それから２点目は昨年実施しました道外所管事務調査、そして３点目の議会運営委員会の道

内所管事務調査ということで、それぞれ過去の結果を載せてありますので参考にご覧いただきた

いと思います。続きまして４ページをお開き下さい。今回の内容についてご説明申し上げます。

今回の調査地でございますけれども、平成１９年度に長沼町というお話があって、その際日程を

調整いたしたそうでございますが、その際実施出来なかった部分がございます。その部分で今回

グリーンツーリズムの先進地の長沼町について再度検討しました。そういうことで、長沼町に事

前に打診をしたところ受け入れが可能だという事になりましたので、長沼町を中心に計画をした

ものでして、その際丁度６月３０日に全道議員研修会が札幌でございますので、この際効率的に、

併せて実施してはどうかということで前回、正副常任委員長で内容を検討いたしております。そ
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れで５ページに長沼町の概要が載っていますが、ここは人口１万２千２９９人でございます。札

幌の近郊ということでございまして、札幌から３２キロで車で約１時間の所でございます。常任

委員会については３委員会ということで議員定数は１６人でございます。次、６ページをご覧下

さい。長沼町の行政組織についてでございます。特にグリーンツーリズムの関係で変わっており

ますのが、下の方にあります産業振興課の中にグリーンツーリズム推進ということで、ここは対

策室となっておりますが、ここはここに力を入れているという事で組織内についてもそういうセ

クションを置いているということで特徴的でございます。またここは、町立病院が長沼病院を抱

えておりまして合わせて職員数は２３２名の職員数を有しております。７ページにつきましては、

長沼町の各施設を一覧にしたものでございまして、記載のとおり温泉からゴルフ場からパークゴ

ルフ場、道の駅、野菜の直売場等々、非常に施設が沢山、充実した所でございます。これらにつ

いても視察をして参りたいというふうに考えております。それでは１ページの方に戻って頂きた

いと思いますが、それらの事を踏まえまして今回の調査の項目を作成してみました。１点目がグ

リーンツーリズムの取り組みということでございます。長沼町の現状については、まおいグリー

ンツーリズムということで特区を受けておりまして、①グリーンツーリズムの運営協議会を組織

しております。ここは色々な賞、農水省だとか北海道とかの賞を受けておりましてツーリズム関

係では北海道では１位の所かと思っております。それから先ほど言いました②の産業振興課内に

グリーンツーリズムの推進室を設置している。それから③体験型修学旅行ということで道内外の

高校生の受け入れ、農家民宿、２５校４千２２１人。それから④農業体験ということで道内の中

学校、６校１千１人ということで合わせて５千人以上の受け入れを行っている。⑤の農家民宿に

ついても１５９軒があるということでございます。それでは別冊の方にですね A４判で１冊行っ

ていると思いますが、雑誌に長沼町のグリーンツーリズムの運営協議会の中心的な組織について

の記事がございましたのでコピーをしています。わが村は美しくという事で金賞を受けたという

事で北海道の賞でございます。ちょうど線を引いてございますその部分でご説明を申し上げます

が線のところをご覧頂きたいと思います。上段の方。長沼町では地域活性化のためグリーンツー

リズム事業への取り組みを検討し、２００３年に町と長沼農協の職員による研究会を立ち上げた

と。２００４年国の構造改革特区、長沼町グリーンツーリズム特区を受けたということでござい

ます。それから上の方にございますが、今年４月の会員数は２００人、旅館業取得戸数１５９戸、

農家民宿ですね、農家戸数８６２戸のうち会員は約４分の１にもなるということで、収容可能人

数は１千７６人、大型ホテル並みの収容数であると。昨年の受け入れは修学旅行生４千１９０人

を含め、農業体験を入れると５千３０１人の実績を誇ります。特徴的なのは農家民宿を始める際、

各農家で余分な部屋が有ること、受け入れの為に増築や新築はしない。また各農家の生活状況、

農作業の事情を考慮するなど、あくまでも自然体であることを共通認識とした。と言うことで、

余分なお金をかけずに実施をして行くということでございます。それから左の方にドブロク特区

の記事が載っておりますけれども。ここも北海道で初めてドブロク特区を受けたという事で、こ

の様なことが簡単に載っていますので後ほどご覧いただきたいと思います。また１ページに戻っ

ていただきます。グリーンツーリズムの取り組みの（２）道の駅でございます。マオイの丘公園。

これも大変有名で、直売場が８店舗あって自然の色々な産物を提供していると。ここも見ていき

たいと思います。（３）移住・定住の関係でございます。まだ始めたばかりでございますけれで

も、現に週末居住者５０戸が住みついているという状況でございます。一番右側に長沼町の視察

により参考となる事例等ということで①から③までを整理しておりますので、後ほどご覧いただ

きたいと思います。次は特産品開発の取り組みということでございます。（１）特産品の開発、
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先ほど申し上げましたドブロク特区、平成１７年に北海道で最初の認定を受けています。また野

菜加工センターがございまして色々な特産品の開発の中心的な役割をいたしております。あと有

名なのは長沼ジンギスカンでございますが、その他ワインだとか野菜ジュースなど色々なものを

作っております。次の２ページをご覧いただきたいと思います。３番目が高度情報化推進事業、

まおいネットについてでございます。ここは地域情報化の関係も非常に先進地で有名でございま

す。長沼町については、まおいネット、清里も地域イントラネットが公共施設が整備されていま

すが、それを長沼町では民間に貸し出して、民間が町民に光回線を提供しているという様なもの

でございます。それらのことから、記載の情報化のいろいろなサービスを提供しているものでご

ざいます。本町についてはまだ ADSL ということでございます。民間が参入しない場合において

は、こういう方法もあるという事で参考になるかなと思います。４番目が総合保健福祉センター 

りふれの視察でございます。ここはうちにも保健福祉センターがございます。それと、ここも平

成１２年に総合保健福祉センターりふれというのが開設されております。うちと違うのはここに

ありますように、一番目としては運動指導室、トレーニングマシン等を設置された施設だという

事です。尚且つ健康運動指導士という資格を持った者が配置をされているということです。それ

から②フットネスプール、健康回復のためのプールですね。これを設置してございます。さらに

電子浴治療室、一般浴室、カラオケルーム、ディサービスセンター、非常に充実された施設を一

体的に整備されております。本町は町民プールを検討されておりますので、それらの部分で勉強

になるかなと思っております。そういうようなことで行きたいと思っておりますので、３ページ

の日程の方をご覧下さい。そんなことで日程を作ってみました。まず６月２９日ですが、月曜日

になります。女満別９時２５分に出発いたしまして、千歳空港に１０時１０分に着きますので、

その後すぐに小型のバスで長沼町に入り昼食をとって、１時半から長沼町の議会の視察に入り、

それが終わったら総合保健福祉総合センターを見て、大体１時半から４時くらいまで議会と施設

を見学して参ります。それが終了いたしますと、先ほど言いました道の駅だとか色々な施設がご

ざいますので再度現地視察を行い、長沼温泉に入るという日程でございます。次の日でございま

すが６月３０日。これについては宿泊の場所から午前中色んな部分の現地、農家民宿だとかの視

察を行い、昼食をとって午後から議員研修がありますので札幌コンベンションセンターに入り、

議員研修会については１時から４時半まで研修をして、宿泊に入るというような日程を立ててお

ります。３日目の７月１日については帰町日ということでございます。こんなことで日程を作成

しております。詳細については後ほどご覧になっていただきたいと思います。最後になりますが、

１２ページに今回の議員研修会の講師の名前が載っております。今回、それぞれ講師が２名いま

してそれぞれ時事問題から議会制度等についての講演をいただくと言うことになっております。

簡単ですが説明をさせていただきました。 

 

○委員長 

 ただ今の道内所管事務調査の日程、その他、ご意見ご質問ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ、このまま説明された部分の中で行うという事で宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
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○委員長 

 それでは、この日程通りに進めさせていただきますので宜しくご協力をお願いいたします。 

 １番の関係終わらさせていただきます。 

 それでは、町からの協議・報告事項ということで総務課から３点ございます。①平成２０年度

一般会計補正予算（第６号）専決処分の概要についてお願いいたします。  

 

○総務課長 

 総務課からは都合３件ご報告を申し上げたいと思います。まず１点目の平成２０年度一般会計

補正予算（第６号）専決処分の概要についてでございますが、２ページをご覧いただきたいと思

います。今回の補正予算の概要表でございまして、本年３月３１日付けを以て専決処分を行なわ

させていただきたいと思います。今回の補正の内容でございますが、全体として３千３２０万７

千円の減額を行った後の予算総額は５６億２千９３万７千円という事になってございます。具体

的な内容については後ほど担当主査よりご説明申し上げますが、主な内容につきましては地方譲

与税、地方交付税をはじめとした歳入の確定。また、国民健康保険特別会計を初めとした３特別

会計への繰出金の確定によるもの。さらに、財源調整に伴う基金繰入金等の減額。こういった形

の中で計上させていただいた、かように考えてございます。さらに併せまして地域振興の関係で

の定額給付金事業及び公営住宅の建設事業については２１年度への繰越の手続きをさせていただ

きたい、かように考えてございます。なお、第６号補正後の全体的な基金残額でございますが、

約２５億強、こういった結果になってございます。具体的内容につきましては引き続き担当主査

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平成２０年度の一般会計補正予算（第６号）の概要についてご説明をした

いと思います。資料の２ページをご覧下さい。時間の関係上補正額を中心に説明をして参りたい

と思います。それではまず歳入からでございます。町税につきましては軽自動車税の滞納繰越分

の確定１万１千円を増額補正するものでございます。地方譲与税につきましては自動車重量譲与

税１千８万４千円、地方道路譲与税１６万円、合計の１千２４万４千円を増額補正するものでご

ざいます。利子割交付金につきましては４７万２千円の増額。配当割交付金につきましては１万

５千円の減額。株式譲渡所得割交付金につきましては２５万６千円の減額。地方消費税交付金に

つきましては３７５万３千円の減額。自動車取得税交付金については９４８万円の減額。地方交

付税につきましては特別交付税の分といたしまして３千８３万９千円の増額となってございま

す。交通安全対策特別交付金３万円の減額。町税から交通安全対策特別交付金まで一般財源の合

計が２千８０３万２千円の増となってございます。特定財源でございますが、国庫支出金につい

ては３１４万６千円の減額。定額給付金、給付事業で２４０万５千円の減額。公営住宅建設事業

で７４万１千円の減額となってございます。道支出金については保健衛生費道補助金といたしま

して３３万５千円の減額。繰入金は財政調整基金の国保会計繰出し分といたしまして充当を予定

しておりました４千万円、並びにふるさと基金といたしまして花緑事業に２千５７万円の充当を

考えてございましたが、今回全体調整の中で６千５７万円を減額してございます。繰入金の補正

後の予算額５億８千８８９万３千円につきましては、畑総繰上げ償還分といたしまして減債の５

億４千２４万２千円と介護保険の繰出金といたしまして地域福祉基金の４千８６５万２千円とな

ってございます。諸収入については雑入で２５１万２千円の増額。寄附金については２件いただ
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いてございまして、羽衣町辻房枝様より２０万円、札幌市の川西邦人様より１０万円いただいて

ございます。今回３０万円の増額補正でございます。歳入の現計予算額が５６億５千４１４万４

千円に対しまして補正額が３千３２０万７千円の減額でございまして、補正後の予算額は５６億

２千９３万７千円となってございます。続きまして歳出でございますが、総務費につきましては

基金積立といたしまして財政調整基金１千６８２万３千円でございますが、これにつきましては

寄附金の２０万円、それと全体調整をいたしました一般財源の剰余分１千６６２万３千円ござい

ましたので、合計の１千６８２万３千円、これを財調として積み立てて参ります。また、減債の

６５０万円でございますが、これは後ほど民生費の方でご説明申し上げますが老健の委託料が６

５０万円の減額となってございまして、介護報酬の増額分を減債基金に６５０万円積み増しをす

るものでございます。またふるさと納税１０万円につきましては寄附金を積むものでございます。

行政情報システム管理費財源振替えといたしまして、市町村振興協会より雑入で２５０万円をい

ただいてございますので、こちらの分を財源振替えいたします。また、花と緑と交流事業費の財

源振替えといたしまして、先ほど歳入の方でご説明いたしました、ふるさと基金の２千５７万円

こちらを支消するのを取りやめるものでございます。また、地域振興対策費の減額で２４０万５

千円でございますが、こちらは定額給付金の事務費等の総体的な減額によるものでございます。

総務費の全体の補正額が２千１０１万８千円の増額となってございます。続きまして民生費でご

ざいますが、老健の委託料減額が６５０万円、それとホームヘルプサービスの補助１２０万円の

減額。介護特会の繰出金４９万６千円の減額、合わせまして８１９万６千円の減額でございます。

衛生費でございますが、医療費扶助といたしまして１１２万８千円の減額。国保の特別会計繰出

金４千１０４万７千円の減額。後期高齢者特別会計への繰出金３９万１千円の減額。それと合わ

せまして財源振替えの財政調整基金の支消を４千万円減額いたしまして、合わせまして道補助金

で３３万５千円の減額。諸収入５万７千円の増額を行うものでございます。衛生費の補正額につ

きましては合計で４千２５４万４千円の減額となってございます。農林水産業費でございますが、

こちらは補正額がございません。財源の振替えといたしまして諸収入４万５千円を減額するもの

でございます。土木費でございますが入札執行残でございますが、これは公営住宅の建設事業の

ものでございます。全体で３４８万５千円の減額でございます。歳出の現計予算額５６億５千４

１４万４千円に対しまして今回の補正額が３千３２０万７千円の減額。補正後の予算額は５６億

２千９３万７千円となってございます。なお先ほど総務課長の方からご説明がありましたように、

２０年度の事業で２１年度に繰越す事業といたしまして定額給付金の事業並びに公営住宅建設事

業、こちらを２１年度の繰越事業として提案する予定でございます。以上でございます。 

 

○総務課長 

 今般の専決の関係、大きく動いている部分でございますが、衛生費の国保特別会計への繰出し

という形で減額措置をさせていただきながら、財政調整基金の繰入れ支消止めてございますが、

特に１２月補正におきまして医療費の増高、特に高額医療者が多くなった事によって国保会計が

緊迫している、そう言った特別措置を講じてまいりましたが、後ほど所管委員会の方に担当課よ

り特別会計含めてご説明申し上げますが、１月以降高額医療費の関係の町民の方がかなり大きく

減ってきたという形。さらに、国、道からの医療費給付に関する調整交付金、こういった額が、

一定額が確保できる、こういった中において今回の最終的な減額措置を行う、かようにご理解を

賜りたいと思います。以上でございます。 
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○委員長 

 ただ今、平成２０年度一般会計補正予算の概要でありますけれども、委員の皆様何かございま

せんでしょうか。 

 

○勝又委員 

 聞き洩らしたかもしれませんが、総務費の中の地域振興対策費の２４０万５千円の減、この内

容は。 

 

○総務課長 

 この関係につきましては、定額給付金に関わる部分の執行及び繰越の今後の執行残の調整とい

う形の中で減額の補正をさせていただいた。特に定額給付につきましては２０年度末における  

世帯割合における給付率が９８.９４％という形の中で、そういったある程度の最終的な数字が見

えてきた。さらに、事務費分についても概算で予算計上してございましたけれども、ほとんど、

当町においては職員が関わる中で行ってきて、ある程度コンパクトな形になった。そういった意

味でも事務費経費に関して不用額について減額補正をさせていただいて、必要な分について２１

年度への繰越措置をさせていただきたい、このような内容になってございます。 

 

○委員長 

 他に何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次②番でありますが、人事院臨時勧告に伴う６月支給期末手当及び勤勉手当に係る関

係条例の改正についてということでお願いいたします。 

 

○総務課長 

 本件につきましては既にご存じのとおり、民間企業における経済的な景気悪化により民間にお

ける給与水準が非常に著しく落ちている。そういった中におきまして人事院が臨時の勧告を行っ

てございます。具体的な内容につきましては６月に支給する期末手当及び勤勉手当について０.２

ヶ月分の凍結を行っていく。こういった内容になってございまして、当町におきましてもこの人

事院勧告を尊重する中、町内または民間における給与体系、そういったことに反映しながら、そ

れぞれ一般職員、町長等、議員の皆様の分につきましても今般０.２ヶ月の削減措置を行なわさせ

ていただきたい、かように考えてございます。なお、職員組合につきましては事前的にそういっ

た方向性について協議を申し上げ、職員組合についてもこういった状況を十分理解できると、そ

う言った回答をいただいてございます。具体的な内容については担当主査よりご説明申し上げた

いと思います。 

 

○総務Ｇ主査 

 ２１年５月の臨時院勧告に伴います特例措置の概要についてご説明申し上げます。人事院は去

る５月１日、近年の景気悪化によります民間企業の夏季手当の大幅な減少を鑑みまして、国家公

務員に対しまして臨時的な特例措置ということで、６月の手当支給に対しましてマイナス０.２ヶ
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月分の支給凍結の勧告を行いました。本来の支給月数であります２.１５月分から０.２月分を引き

下げました１.９５月分が今回の６月の支給月数になります。町長と議会議員の皆様は期末手当を

２.１５から１.９５に、一般職員においては期末手当１.２５、勤勉手当が０.７５という風に今回

凍結になってございます。本町におきましても国家公務員と同様の措置を行って参りたいという

ことでございまして、職員の給与に関する条例、清里町長等の給与等に関する条例、清里町議会

議員の議員報酬及び費用弁償支給条例を併せて改正して参りたいという風に考えてございます。

なお、今回の人事院勧告はあくまでも暫定的な措置ということでございまして、今回凍結された

支給割合の取扱い、これにつきましては例年８月に出ます定例の人事院勧告、これによりまして、

本年１２月、冬の手当で最終調整されるということで、今回はあくまでも凍結といった形で暫定

的な措置をしているという事でございますので、ご理解を賜りたいと思います。以上で説明を終

わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 ただ今の期末手当、勤勉手当に関する条例の改正についてという事でございますが、何か議員

の方ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ②番終わらさせていただきます。  

③国の経済危機対策に係る清里町の対応についてという事でお願いします。 

 

○総務課長 

 ３点目の国の経済危機対策に係る清里町の対応についてご説明申し上げたいと思います。前段

で開催されました議員協議会の中におきましても、議案の中で副町長より経済危機対策に係る全

体的な概要、骨格をご説明したところでございます。詳細につきましては別冊の政府与党が出し

ました経済危機対策という、こういった小冊子がございますので後ほどご覧いただきたいと思い

ますが、上の骨格の方で追加的な説明をさせていただきたいと思います。副町長の説明と多少ダ

ブル部分もございますが、基本的な方向性としては左側の枠組みでございますけれども、短期的

な危機と構造的な危機、この２つの危機に直面する日本経済に対して対策を講じて行く。その基

本方針としては全国民一体となった対応と、経済局面が非常に激しく動いてございますので経済

局面に応じた対応。それと基本方針３としましては多年度という中で複数年度を視野に入れた包

括的な支援、こういった対応となってございます。対応の規模と効果、これについては先にご説

明申し上げておりますので省略させていただきたいと思います。真中の上の方のフレームでござ

いますが、緊急的な対策としては底割れの回避という形の中で、雇用対策、さらには中小企業へ

の金融、株式、住宅といった金融対策。それと３点目としては事業の前倒し執行という形の中で

過去最高水準の前倒し、公共事業を中心とした前倒し執行を行っていく、こんな形になってござ

います。２点目の柱が緊急的な、特に今年度、３ヶ年を中心としただけではなく将来に亘って成

長戦略を掲げて行く上で、未来への投資という形の中で、低酸素革命という形の中で、各種太陽

光発電を含めた部分でのインフラ、そういった資源的部分での対応、こういったものを大きな柱

としてございます。また、併せまして、健康長寿・子育てといった中で、少子高齢化に対応した

具体的な地域医療ですとか介護の支援、こういったものが今回の中において展開される、このよ
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うな内容になってございます。３番目が特に２１世紀型のインフラ整備という中で、農林業、中

小企業支援、さらには地域連携、競争力の強化、さらにはＩＴ関係、ソフトパワー・観光、こう

いった項目に亘ってインフラ整備。こういったものが予算的に総括的に盛り込まれている。こう

いった状況にございます。３点目が安心と活力の実現という形の中で地域活性化の関係、さらに

は安全・安心の確保の関係、この中には防災・安全対策等も含まれてございます。３つ目の柱と

しては先ほど副町長から申し上げたとおり、全体枠で２兆４千億円の地方公共団体の財政的な支

援、こういったものも盛り込まれてございます。さらには４点目として税制の改正。こういった

全体枠の中で、今回の経済危機対策が現在参議院において協議がされている、こういった内容に

なってございます。 

こういった現状を踏まえて当町における具体的な対策でございますが、既に平成２１年度の予

算編成、３月定例会や予算特別審査委員会の中でも色々とご論議いただいた部分もございますが、

そんなことも前例としながら、お手元の議案４ページをお開きいただきたいと思います。当町に

おける、こういった現況を踏まえた対応の考え方でございます。大きな１として、事業推進に当

たっての基本的な考え方として５点まとめてございます。１点目が先ほどご説明しました国の追

加緊急対策に伴う財政措置を有効に活用していく中において、第４次総合計画後期５ヶ年計画、

さらには第２期総合計画において計画された事業、第２期の自立計画において計画された事業を  

迅速かつ積極的に推進し、地域経済の活性化と雇用環境の醸成、さらには将来に亘る地域基盤の

整備を行っていく。併せて、こういった事業を行うに当たっても、町の財政的負担については過

大な負担が生じないような計画を推進する、こういった方向の中で整理をさせていただきたい、

このように考えているところでございます。具体的には後期５ヶ年計画及び第２期の自立計画の

関係でございますが、６ページをご覧いただきたいと思います。横表になってございますが、総

合計画の後期５ヶ年計画、真中が第２期自立計画、右側がすでに予算審議を終えて執行に当たっ

ている部分もございますが、平成２１年度当初予算で計上されている事業等の関係でございまし

て、道路事業を除いた部分でございますが、総合計画後期５ヶ年計画の中におきましては、農業

集落排水機能強化から町営住宅建替え等々、観光施設、温泉施設の関係、学校関係、地域施設、

こういったものが計画の中には具体的に盛り込まれているところでございます。また、第２期の

自立計画、本年度から３ヶ年計画でございますが、この計画の中におきましても、実施計画にお

きましては観光交流施設から移住定住促進団地造成まで、それぞれの事業が具体的な事業計画と

して盛り込まれている。こういった事業を柱にしながら将来に亘って財政負担、今回の緊急的な

経済対策において有利性のある財政的なものを導入していくと共に、後ほどまたご説明申し上げ

ますが具体的な運営経費の縮小、そういったものの工夫を凝らした中において基盤整備、こうい

ったものをしっかり行っていく、そういった方向性の中で整理をさせていただきたい、かように

考えてございます。また４ページにお戻りいただきたいと存じます。事業推進に当たっての基本

的な考え方の２でございますが、各省庁等の地域活性化基盤整備に係る補助、交付金事業の導入

を総合的に調整するとともに、複合的な事業の組み合わせや地区設定を行い、新たな新規事業の

立ち上げ並びに既存施設の改築や機能強化を推進して行く中で、単品の補助メニューではなく、

前段で国の経済危機対策の骨格と言う形の中でお話申し上げましたが、本年度から行われる事業

については多年度も視野に入れた包括的な対応、こういった事が具体的に国の方向として打ち出

されておりますので、こういった形も視野に入れながら、単品ではなくして何本かの大型事業、

こういったものを包括的な、総合的な交付金メニュー、補助金メニュー、整理をしながら財源的

担保を図りながら行っていく、そういった方向の中で整理をさせていただきたい、このように考
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えてございます。具体的なフレームワークについては後ほどご説明申し上げたいと思います。３

点目が各事業の推進に当たっては、特に省エネ対策、具体的には太陽光発電等のエコエネルギー

の導入や高齢者または障がいを持った方への対応でありますバリアーフリー化、そういった事で

あります。さらには将来に亘っての管理経費の適正化及び地域経済、雇用機会の派生的効果、そ

ういったものに結びついて行くようになるよう配慮して行きたい、このように考えてございます。

また政府におきましては、これら事業の発注に当たりましては地域企業への受注機会の確保、こ

ういったものに特別に配慮するよう指針も出ておりますので、そういった事についても十分視野

に入れて行きたい、かように考えてございます。４点目が民間における取組でございまして、今

回の経済対策は地方公共団体ばかりではなく地域経済団体や民間企業を対象とした緊急的な支援

整備やメニュー、こういったものが沢山立ち上げられております。従いまして町内の経済団体等

が国の経済緊急対策による各種支援制度を利用し、国・道事業に対しても相互の連携を密にしな

がら適切な支援対策を行ってまいりたい、このように考えてございます。すでにご存じのとおり、

麦乾施設等についても農協主体について現在大きな動きがございまして、そういったものに対し

ましてもしっかりと、町の方向と連携しながら支援体制、こういったものを組んで行く。さらに

は今後、商工会、商店街、観光協会含めた新たな取組み、こういったものも検討されている、こ

のように聞いてございますので、そう言ったものともしっかりと連携しながら進めて参りたい、

かように考えてございます。５点目になりますが、特に札弦地区の事業推進に当たっては、既に

２年前、札弦地区活性化協議会から道の駅に関する要請、要望が、こういったものが議会並びに

町当局に出されている訳ですが、こういった経過等も踏まえながら総合的な地域活性化と個別的

事業の検討、これを並行しながら総合的な展開を図るような方向、こういった中で整理を進めて

行きたい、このように考えてございます。以上５点が今回の事業推進に当たっての基本的な考え

方として進めて参りたい、かように考えてございます。２点目が地方公共団体への配慮という形

の中で、具体的な財政支援の内容になってございますが、地方団体に対しましては地域活性化・

公共投資臨時交付金という形の中で１兆４千億の枠が設けられております。これについては、特

に公共的な建設事業を行った場合、一定条件の中において交付金や補助金の裏財源として、本来、

地方公共団体が負担すべきものについてある一定条件の中において９割について、国の方から特

別な交付金を出して行く、公共投資の推進を図るために地方の財政負担を軽減するという、そう

いった補助金、交付金がある。特別な交付金、９割を支援して行く、こういった制度になってご

ざいます。２点目の地域活性化・経済危機臨時交付金、これは１兆円枠でございまして、この分

については既に通知が来ておりますが、清里町への配分の限度額という中で１億９千１００万円、

内内示がきてございます。この数字につきましては平成２０年度の国の２次補正と同じような考

え方に立って、地域における経済や雇用対策、そういったものが今般の国の経済危機対策の一定

のルールに基づいて行われる場合について、こういった資金的な手当てをして行く、こういった

内容になってございます。従いまして、今回の地方公共団体への配慮という中において、そうい

った財源を有効に活用する中、先ほど申し上げました１から５までの事業、ここ数年の中におい

てしっかりとプロットしながら進めて参りたい、かように考えてございます。具体的な国の財政

支援の基本のフレーム、スキームという形の中で７ページをご覧いただきたいと思います。横の

表になりますが、具体的な従来の既存の財政支援の考え方、補助事業等を前提とした場合、また

単独事業を前提とした場合の基本的な今回の部分と既存の違いという形の中で具体的に示してご

ざいます。例えば、今年度既に実施設計に入っております庁舎等の耐震を単独事業でやった場合

につきましては既存のものにつきましては１００％、例えば１億円かかった場合についてはその
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すべてが事業債の対象ではございませんので、一般施設となりますので１００％一般財源、これ

が現実的なフレームであります。但し、今回緊急対策という形の中で、耐震化とバリアフリーと

含めて実施する場合において、公共施設の災害の拠点施設、避難施設になった場合について、特

別に３分の１の補助金が支給される。さらに残った３分の２に対して、その９０％が今回の公共

投資の臨時交付金、こういったのが充当される。残りの３分の２の１０％について、これは今政

府で検討されていますが、一般財源については普通交付税の後年度算入措置、若しくは補正債の

対象事業とする、そういった考え方の中で政府が現在進めているところでございます。また、例

の２番目として５０％の補助事業、建設の適債事業のケースでございますが、既存のフレームで

考えますと５０％補助の場合については２分の１の９０％充当と現在考えておりますが、２分の

１の９０％を起債として手当てして行く、その２分の１の残り１０％について一般財源という形

の中で、基本的には起債事業については過疎債、それぞれ地方団体の財政負担となるという考え

方でございますが、今回の緊急対策のフレームで申しますと補助金２分の１、残りの２分の１、

５０％に対してその適債的事業であった場合については一定条件の基に公共投資の臨時交付金、

これをさらに９０％支援をして行く、残りの１０％については先ほど申し上げたとおり後年度に

おける交付税措置、若しくは補正債の発行を認めて行く。こういったフレームワークになってご

ざいまして、従来の補助事業、単独事業でやる場合と比べますと遥かに町における、建設時にお

ける財源負担が極端に軽減される、こういった今回の経済危機対策に対する国の支援対策、この

ような形になってございます。続きまして元にお戻りいただきまして、４ページをご覧いただき

たいと思います。具体的な清里町の今後の対応でございますが、個別的な事業をどのような形で

推進して行くかという部分でございますが、既に平成２１年度で実施設計等を組まさせていただ

いたものもございますし、また基本設計や基本計画の部分についても一部頭出しをさせていただ

いてございますが、今後、既に国の経済対策の部分での枠組みとして内内示等が来ているものに

つきましては、また、要望しているものにつきましては、耐震化の改修事業については役場庁舎、

トレーニングセンターについて、今回の国の方の補正事業という手当ての中で、国交省を通じな

がら枠については基本的なものについては可であると、そういった事務的な連絡が参ってござい

ます。併せて役場庁舎につきましてはバリアフリー化、そういう形の中でエレベーター設置。こ

ういったものについても補助対象事業としながら臨時的な交付金、こういったものについても使

用できる、こういった環境が既に整っているところでございます。併せて民間における施設の整

備事業でございますが、既に関係機関並びに町議会も含めて要請活動を行ってございますが、農

協が事業主体となる穀類の乾燥調製貯蔵施設、新しい小麦の進出に伴う増量に対しての基幹設備

の整備についても現在それぞれの団体において要請活動が既に行われている。こういった状況に

ありますので、先ほど申し上げたとおり、町としましてもしっかり民間等々と連携しながら、今

回の経済危機対策の中で事業を推進して参りたい、かように考えてございます。続いて５ページ

をご覧いただきたいと存じます。２点目として今後の要望事業という形の中で、当初予算で実施

設計等及び調査設計等を計上させていただいたものでございまして、具体的な方向性としまして

は光岳小学校の屋内体育館、特別教室の改築事業、こういったものを今後の補正や繰越事業等の

前倒しも含めながら、睨みながら進めて参りたい。さらに併せまして、関連する従来の手法では

できなかった市街地道路や農道、こういったものについても道路特定財源が一般財源化すること

によって新たな制度も立ち上がっている。さらに先ほど申し上げたとおり、総合的なメニューと

いう形の中で今回調整を図って参りたいと思いますので、その中には単純に建物だけではなくし

て、線的な農道や市街地道路についてもある程度盛り込まれる。それに対して補助金や交付金措
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置がなされる。そういった内容もございますので総合的メニュー化する中、新たな制度に乗った

中で、こういった事業についても進めて参りたい、かように考えてございます。また、（３）の

公営住宅の関係、特別賃貸住宅の関係でございますが、この関係につきましても公住のストック

計画、既にできておりますので、こういったものの方向性の中で年次計画、今後の経済対策にお

ける枠等、こういったものを睨みながら計画に基づいて前に進めて参りたい、このように考えて

ございます。３点目でございますが、地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用による地域経済

振興と雇用の創出という形の中で、これは、昨年度の国の２次補正の中におきましても１２月補

正で行ってきた事業と同じ内容でございますが、既存の公共施設の重点的事業の実施という形の

中で中小の町内企業の受注機会が得られるといった中で、全般的な広い経済効果が図れるような、

そういった方向性や臨時的な雇用対策、こういったものを拡充、こういったものを視野に入れな

がら臨時交付金の活用を図って参りたい、かように考えてございます。４点目が全般的な地域活

性化の基盤施設の整備の関係でございますが、札弦センター、パパスランド道の駅、全体的な札

弦地域の活性化と併せながら、総合メニューの中でこういった事業が展開できる方向の中で進め

て参りたい。さらに（２）の福祉センター等につきましても防災的な部分や地域の基幹集落的な、

施設的なメニューの中に盛り込むことによって実施する可能性も開けている事もございますの

で、そういった方向性も視野に入れながら進めて参りたい。さらに町民プールにつきましても、

長年の課題でございまして、こういったものにつきましても健康増進、地域の活性化施設として

推進を図れるようなメニュー化を図って参りたい、かように考えてございます。また、定住移住

団地につきましても、新町の町営住宅取り壊し跡地の関係でございますが、来年、過疎法の改正

によって、その辺の改正がどのような形になるか分かりませんが、そういった制度の流れを睨み

ながら有利な補助金、または過疎債の適用事業という形の中で今後整備が進められる方向性の中

で整理をさせて頂ければ大変有難い、このように考えてございます。これ以外につきましても、

緑清荘の関係につきましても経年で非常に痛んできている部分もございますし、バリアフリー化、

お年を召した方のご利用が非常に多いというような事もございまして、エレベータの設置等も含

めた新たな若返りや客室の増設。さらには道営畑総事業が平成２３年度、現実的には平成２２年

度完了という方向性で審議をいただいてございますが、その後継的な道営土地基盤事業の立ち上

げも関係機関との中で調整しながら今後探って行きたい。また、先ほど麦乾施設のお話もしまし

たが、農業振興の関連施設、こういったものが今後ＪＡとの農業振興計画、農協の方から必要が

出てくればこういったメニューの中で緊急措置するのも一つの方策ではないか、このように考え

てございます。また、まちなかにぎわい再生事業という形の中で、中央商店街、さらには全般的

なそれを取り巻く大規模施設、こういったものの中で交流人口や対流人口の拡大を図っていく、

第２期の商店街近代化、まちなかにぎわい、こういったものも中小企業庁や経産省、国交省、大

きく今回の補正の中でメニューが出てございますので、ハードとソフト併せた部分で今後何がで

きるか、こういったものを関係機関とも調整できればこういったメニューの中で方向性、または

具体的な事業の展開が持たれるような形の中で制度活用を図りたい、このように考えてございま

す。また、その他、廃校等の既存ストック、こういったものをどのように活用して行くかと言っ

たことについても、先ほど議員協議会の中におきまして江南小学校の統合等のお話も聞いた訳で

ございますけれども、こういった事も一つの視野に入れておきたい、このように考えてございま

す。その他でございますが、特例制度としてできる子育て応援特別手当や低燃費、エコカーへの

公用車買換え。さらには、新たに個人住宅用の太陽光発電システム導入に対する町単独補助事業、

こういったものの具体的な支援対策、こういったものも併せて今回検討させていただきたい、こ
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のように考えてございます。また（４）としては、地上デジタルの関係、ＩＣＴの関係、グリー

ンニューディール、緑化ＣＯ2 削減の関係、さらには太陽光等々を含めた部分でスクールニュー

ディールという形の中で、学校における省エネ化、こういったものが大きな今回の経済対策の柱

になってございまして、文部科学省の枠で１兆２千億ほど今回予算付けがなされておりますので、

新たに造るものや改築するもの、そういった可能性という形についても将来的な管理コストの軽

減や、そういった方向性の中で今後事務的な検討を加えさせていただきたい。さらに、ここに記

載してございませんが、当町イントラ整備の段階において公共施設と札弦まで光ファイバーが埋

設されておりまして、そういった中において今回総務省の事業の中で、光ファイバーにおけるデ

ジタルディバイダーの解消という形の中で、個人等においても線の拡張、こういったものもメニ

ューに入ってございますので、現在事務的にこういった事業についても出来ないか、検討を加え

させていただきたいと思います。その他防災総合施設や新しい学習指導要領への対応、さらには

景観造成団体としての景観形成総合支援事業の導入、こういったものの総合的な組み合わせの中

で今後早急に整備をさせていただきながら、６月定例会前の常任委員会の中で具体的な方向性、

さらに詰めたものを提示しながら進めさせていただきたい、かように考えているところでござい

ます。加えまして全般的な部分でございますが、現段階において事務的に、先ほど申し上げた国

の対策を鑑みながら総合的な対策メニューとしてどういったフレームを現段階で検討して、中央

省庁それから道、開発等々、事務的なそういった調整を行っていくか。そのフレーム、考え方に

ついて担当主幹よりご説明を申し上げたいと思います。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 地域活性化基盤整備施設及び道路整備事業などについての取り組みについて、ご説明をさせて

いただきたいと思います。８ページをご覧になっていただきたいと思います。先ほど課長の方か

らご説明いたしました札弦センター、パパスランド、福祉センター、町民プールなどの地域活性

化基盤整備施設及び道路整備事業につきまして、今後、どのような手法を用いて事業の展開を図

って行くかと言うものを示したものでございます。事業メニューといたしまして、農林水産省所

管の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金、国土交通省所管のまちづくり交付金、総務省所管

の地域間交流施設整備事業の３事業を想定しながら、基本的にこの事業等々の展開を図って参り

たいと言うふうに考えてございます。基本的には、前段の農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金、まちづくり交付金、この２つの事業を主として、採択要件に記載してあります各事業メニュ

ーを以て施設の整備事業の展開を図って参りたいと考えてございます。この２事業にて採択がな

かなか難しい場合は総務省所管の地域間交流施設整備事業、この事業によって展開を図って行き

たいと言うふうに考えてございます。なお、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金につきまし

ては、現在、清里、札弦の２地区にて事業の展開を検討しておりますが、事業の採択に当たって

は１地区になっても整備計画の作成、ということも想定しております。今後、地域活性化基盤施

設整備に当たっては、既存の施設の改築・改修や機能的強化を図るために国の各種支援事業を積

極的に取り組みながら事業の展開を図って参りたいと言うふうに考えてございます。以上でござ

います。 

 

○委員長 

 国の経済危機対策に係る清里町の対応についてという事で説明を受けた訳でございますが、 
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委員の皆様から何か。 

 

○委員長 

 このような考え方で進むということで宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ総務課からの３点、総括でございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 続きまして町からの協議・報告事項ということで生涯教育課①②。初めに江南小学校の統廃合

についてをお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 最初に、４月１日付けの人事異動で教育委員会の生涯教育課長を命ぜられました斉藤です。ど

うぞ宜しくお願いいたします。 

 それでは議案に基づきまして２点について口頭で説明をさせていただきます。最初に江南小学

校の統廃合についてでございますが、この件につきましては本日の議員協議会において教育長が

説明を申し上げましたので、重複する所もありますが改めて経過を説明させていただきます。去

る３月３０日に江南小学校のＰＴＡ正副会長さん並びに校長先生の３名がお見えになり、江南小

学校のＰＴＡ総会において２年後の平成２３年３月３１日を以て江南小学校を閉校し、清里小学

校への統合を教育委員会に要望することを議決したとの報告がありました。つきましては、統合

に当たって閉校の方向性でそれに関する事務について教育委員会と協議をして参りたいとの事、

閉校を円滑に進めるために事務職員の配置を願いたい旨の要請がございました。要請のありまし

た事務職員の配置につきましては、閉校に当たっては事務量が増大し、現在の校長先生と教員２

名の３名体制では学校運営に支障を来たすことから、長期において事務職員１名を配置する事も

止むを得ないとの結論に達しております。事務職員を配置する経費につきましては６月定例議会

に補正予算計上をして参りますので、ご審議のほどを宜しくお願いいたします。以上、１点目の

江南小学校の統廃合についての説明を終わります。 

 

○委員長 

１点目の江南小学校の統廃合についての説明でありますけれども、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 

 それでは、②国の経済危機対策に係る主な事業についてという事でお願いいたします。 
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○生涯教育課長 

 国の経済危機対策に係る主な事業についてでございますが、この事業につきまして清里町の対

応については総務課が集約しておりますが、文部科学省が示しているスクールニューディール政

策の構想に基づくところの、清里町教育委員会に関わる主な事業について説明をさせていただき

ます。関係する事業は３項目ありまして、１つ目が学校耐震化の早期推進と太陽光パネルを初め

としたエコ改修の拡大。２つ目は地上デジタルテレビや電子黒板、コンピューターなどの学校Ｉ

ＣＴ環境を整備すること。３点目は新学習指導要領の実施に当たり、理科教材や体育武道用具の

整備などでございます。教育委員会といたしましては、国の経済危機対策の内容を十分精査しな

がら、２１年、２２年度で計画的に実施しようとしている事業の前倒しなどについて、今後、常

任委員会などに補正予算提案をして参りたいと考えておりますので、その節はご審議のほどを宜

しくお願いいたします。内容といたしましては地上デジタルテレビ、２１年度、２２年度で導入

するものについて２２年度分を２１年度で前倒し導入できないだろうか、などど言うようなこと

でございます。以上、国の経済対策における概要の説明を終わります。 

 

○委員長 

 今のを含め２点の説明をいただきましたが、総括で何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ生涯教育課、終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 それでは消防清里分署、平成２１年度消防清里分署主な予算執行計画及び清里分署業務に係る

現況についてという事でお願いします。 

 

○消防清里分署長 

 平成２１年度消防清里分署に係る予算執行計画及び清里分署業務の現況につきまして、概要を

ご報告させていただきまして、消防業務の現状がどうなのかという事につきましてご理解を賜り

たいと存じますので宜しくお願い申し上げます。資料に基づきまして説明させていただきます。 

 ９ページをお開きいただきたいと思います。平成２１年度の消防清里分署の主な予算執行計画

ということで、各費目からピックアップしまして、主な事業を一覧表で掲載してございます。３

月の委員会でも主要事業の説明ということで一部説明させていただいた部分と重複する部分もご

ざいますけれども、ご理解願いたいと思います。それでは順にご説明申し上げます。まず、常備

消防費といたしまして職員の消防学校への入校事業、専科教育ということで各１名づつ、６月と

２月に入校予定で、来月１名入校する予定でございます。それから救助用資器材購入事業といた

しまして救助用のチェンソー１台、これは５月納入予定と記載しておりますが過日納入済でござ

います。消防自動車積載用空気ボンベ、これにつきましては高圧ガス保安法に基づきまして１５

年で耐用年数ということでの更新で４本購入、６月に納入予定でございます。非常備消防費でご

ざいますが消防学校への入校事業として、職員と同じような形で幹部団員の入校ということで、

これは階級で申し上げますと部長さん、班長さんが対象になる訳ですが、その教育課程というこ

とで１１月と３月に各１名づつの入校をして行く予定で予算を組んでございます。それから団員
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訓練用防火帽購入事業ということで、これは操法訓練用のヘルメットでございまして、かなり、

今支給されているヘルメットが相当昔に購入したもので、更新という形で今月末くらいには納入

する予定でございます。消防施設費でございますが、詳細については３月にご説明申し上げまし

たが、救急自動車の購入、救命資器材の購入、消防第２車庫の改築事業ということで今年度予算

確保してございまして、それぞれ今、発注に向けて準備中でございます。救急自動車につきまし

ては目途といたしまして、これから入札等準備を進めて行く訳ですが、救急車のぎ装一式が何ヶ

月も掛かるということで、いずれにしましても予定ですが１０月早めには納入したいということ

で進めてございます。資器材も救急車に併せて納入に向けて準備を進めてございます。救命資器

材の関係につきましては、前にもお話申し上げましたが、現救急車に搭載してございます除細動

器と心電図のモニター、手動の人口呼吸器とかタップボード、患者固定用の器具でございますが、

それらにつきましては高規格救急自動車でも使用しますので、積み替えをして使って行くという

ことで考えております。車庫の関係につきましては設計等を進めてございまして、まだ時間が掛

かりますが、救急車の導入と併せてずれない時期に完成したいという事で準備を進めているとい

う事でご理解いただきたいと思います。以上が予算の執行計画の概要でございます。 

 続きまして消防清里分署業務に係る現況ということで、簡単に今どのような状況にあるかとい

う事で簡単に纏めましたので、１０ページをお開きいただきたいと思います。まず１番目でござ

いますが、消防職員の数と勤務体制がどの様になっているかという事で、予算委員会でも説明申

し上げておりますが概略だけご説明させていただきます。分署職員数は現在１５名おりまして、

かっこ書の１名本部派遣の人数は入っておりません。本部派遣の人数と合わせますと職員として

は１６名、清里分署としては１５名。参考として平均年齢はどれくらいかという事で、うちにお

きましては３３.８歳くらいが平均年齢になります。職員の勤務体制ですが、私が日勤ということ

で当直から除かれますが、当直者として１４名、４名１組で変則交代勤務という形の勤務体制を

取っております。参考に斜里、小清水の状況でございますけれども、斜里は職員が２３名、小清

水が１６名、年齢的にはうちよりも１０歳くらい高い状況でうちが若い職員が多いという結果に

なってございます。それから職員数の推移ということで、過去３年間の状況を載せてございます

が、平成１８年度が１７名、１９年度が１６名、２０年度が１５名という形で、１名づつ減って

いる状況にございますが、当直は変則交代勤務で行ってございますし、日勤の方で若干、人数が

減った分だけ少なくなりますけれども、日中の勤務体制についてもこなしてございますので今の

ところ心配がないと思います。２番目、団員の関係でございます。団員数と現在の組織体制でご

ざいますが、全部合わせまして合計で８７名。定数は９０名で充足率は９６.６％という事でござ

います。団員の平均年齢が４７.３歳で高年齢化になって来ているという状況にございます。団員

数の推移も１８年度から２０年度まで記載してございますが、１８年度９２名から今現在は８９

名ということで、この３年間で団員数も減って来ているという状況でございます。団員の組織体

制でございますが、本年度４月１日付けで団長等が一部、分団長含め替わりましたので、今の本

部から第３分団までの幹部の方の状況を記載してございますので、参考にしていただければと思

います。消防施設の現況でございますが、消防車両保有台数といたしまして消防車が７台、救助

工作車が１台、救急車１台、指令車１台で合計１０台の車両を現在保有してございます。水利施

設の関係でございますけれど、３市街合わせまして消火栓が６２ヶ所、防火水槽が４２ヶ所、自

然水利として８ヶ所、この他緊急災害時対応ということで畑灌の多目的給水ということで、これ

らにつきましては緊急時に使用してきたという事でございます。水利施設の整備の関係につきま

しては必要に応じて計画的に行うと考えております。最後になりますが、その他として救急出動
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及び火災出動の状況という事で過去５年間の状況を数字で纏めましたので、１１ページをご覧下

さい。救急出動は記載のとおりとなってございまして、事故種別の件数も記載のとおりになって

ございまして、平均しますとだいたい年間１４０件の救急出動があるという事でございます。本

年１月以降現在までは余白に記載してございますが３６件、今日現在では４１件の状況で、例年

に比べますと若干少ないという事で、良い傾向にあるのかと言う、そんな状況でございます。そ

れから火災出動の状況でございますけれども、これも同じく記載のとおりでございまして、年平

均にしますと３.５から３.６件ほどの件数でございます。以上でございます。 

 

○委員長 

清里消防分署に係る説明でありますけれども、何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ清里消防分署の関係終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 ３番、次回の委員会の開催について。 

 

○事務局長 

 ６月の定例会については６月２５日、木曜日を予定しているというお話をさせていただきまし

た。従いまして常任委員会については６月１６日、火曜日に予定をいたしております。また何ら

かの形でご連絡申し上げますが、６月１６日ということで宜しくお願いいたします。以上でござ

います。 

 

○委員長 

 それでは次回の委員会６月１６日ということで、また連絡が来るということであります。 

４番、その他、事務局からございませんでしょうか。 

 

○事務局長 

ありません。 

 

○委員長 

委員の方、その他ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

無ければ、第３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１１時００分） 


