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第４回総務文教常任委員会会議録 

平成２１年６月１６日（火） 

    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２１年度一般会計補正予算（第１号）の概要について  

②住宅用太陽光発電システム導入補助制度の制定について  

③国経済危機対策に伴う交付金事業の申請等について 

④東オホーツク広域景観形成推進協議会について  

●生涯教育課 

 ①平成２１年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

●消防清里分署 

 ①平成２１年度消防費補正予算について  

３．意見書の検討について  

 ①核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書（案） 

②２０１０年度国家予算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率

２分の１復元、就学援助制度充実など教育予算の確保・拡充を求める意見書（案） 

 ③地方分権改革にあたり地域経済等に配慮を求める意見書（案） 

 ④地方財政の充実・強化を求める意見書（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 

■総務課長       古谷 一夫    ■企画財政Ｇ主幹   澤本 正弘 
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■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 

           

 

○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４回総務文教常任委員会の会議を開催させて頂きます。 

 

 

○委員長 

最初に１番でありますけれど、道内所管事務調査ということで、事務局お願いします。 

 

○事務局長 

お手元に所管事務調査の資料と記録用紙と言うことで、当日持参用と言うことで上の方に書い

たものが１冊、別冊であるかなと思います。一括で色んな資料が付いております。後ろの方に記

録、メモも付いております。例年のように一応終了後レポート、簡単なものを提出して頂くとい

うことで準備をお願いしておきます。日程については前回お話した通りで変更しておりませんが、

昼食の場所だとか会食の場所だとか、決まった分について今回新たに加えさせて頂いております。

いずれにいたしましても２９日、７時３０分出発という事で、この時間だけ宜しくお願いいたし

たいと思います。前回説明しているので当日持参だけ宜しくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○委員長 

 それでは所管の視察の関係でありますけれども、今まで通り進めて参りたいと思いますので宜

しくお願いをいたします。 

 

○委員長 

 それでは１番の関係終わらさせて頂きます。 

 それでは２番、町からの協議・報告事項ということで総務課の方から４点出て来てございます。

４点について説明をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 ６月定例会に先立ち、常任委員会に総務課からは４点ご協議・ご報告を申し上げたいと思いま
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す。まず１点目の平成２１年度一般会計補正予算（第１号）の概要でございますが、お手元の議

案の２ページをお開き頂きたいと存じます。今回の補正につきましては歳入歳出の合計欄をご覧

いただきたいと存じますが、歳入歳出それぞれ１憶１千８８７万３千円を追加し、予算の総額を

４３億５千８８７万３千円とするものでございます。主な内容につきましては歳入にあっては町

税の現年分の固定資産税の賦課調定に伴う増額補正、更には平成２０年度決算に伴う繰越金の確

定による補正を中心に行って参ります。歳出におきましては国の緊急経済対策に伴う地域活性化

・経済危機対策臨時交付金を財源とした対策事業の第１段階における補正措置、更には決算剰余

金等の基金への積み立て及び当初予算補助事業の内事業内容の確定を見たものの補正をして参る

ものでございます。なお、緊急経済対策の補正につきましては国の臨時交付金を財源とすること

から、当初予算に設けてございました地域振興費に消防関係の事業の内関係分を一括計上させて

頂いてございます。具体的な概要、補正予算の内容につきましては担当の主査よりご説明を申し

上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは私の方から平成２１年度一般会計補正予算（第１号）の概要についてご説明をいたし

ます。それではまず資料の４ページをお開き下さい。地球温暖化対策、少子高齢化社会への対応、

安心安全の実現、その他将来に向けた地域に講じた事業を実施するために、地域活性化経済対策

に交付金が設けられてございます。平成２０年度の国の２次補正予算で似たような事業がござい

まして、地域活性化生活対策臨時交付金、こちらにつきましては限度額が平成２０年度は１億４

千６６万５千円。今回の平成２１年度の経済危機対策臨時交付金につきましては、限度額が１億

９千１１７万６千円。約５千万円強の地域活性化交付金が設けられてございます。今回ご提案さ

せていただく地域活性化経済危機対策臨時交付金につきましては、４ページの資料にありますよ

うに大きく分けまして、地域振興対策費に計上する分、並びに消防費に計上する分と言うことで

区分して考えてございます。事業の大区分といたしまして４事業ございます。公共施設等整備緊

急事業、太陽光エネルギー導入支援事業、緊急雇用事業、まちなかにぎわい再生・創出事業とな

ってございます。さらに中区分で、公共施設等修繕事業と致しまして４事業を今回ご提案させて

いただいたものでございます。まず、最終処分場水処理施設屋根塗装といたしまして修繕料８６

万円を計上させていただいております。また、羽衣南児童公園修繕にＳＬ柵の新設、それと腐敗

しましたシェルターの塗装に修繕料２６０万円を計上じてございます。また、昭和５７年に建設

をしております麻園第２団地の３棟６戸、こちらの内窓の修繕に１５４万４千円。上斜里団地の

３棟６戸、こちらは昭和６２年と６３年に建設をしてございますが、こちらの屋根塗装に１９９

万５千円。公共施設等修繕事業４事業合わせまして６９９万９千円を計上してございます。続き

まして公共施設等改修事業につきましても４事業計上してございます。街路灯の改修といたしま

して、現在も進めてございます省エネタイプへの切り替えといたしまして工事請負費で１千３１

万７千円。また、青葉牧場の隔障物の撤去としまして工事請負費１４０万円の計上。また、札進

団地の中通り４３メートルの整備に工事請負費としまして３３２万９千円。また、神威西１２線

道路整備に測量の委託といたしまして２２０万円を計上してございます。公共施設等改修事業に

つきましては４事業合わせまして１千７２４万６千円の事業費でございます。続きまして公共施

設等備品整備事業でございますが、こちらは導入から１３年を経過しております交通安全指導車

の更新、諸費用込みで２８１万５千円の計上。そして観光施設等に設置してございますテレビで

ございますが、こちら２０１１年のデジタル化に向けまして、オートキャンプ場、緑清荘等に設
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置してありますテレビの更新等で２３９万７千円の計上。公共施設等備品整備事業につきまして

は２事業で５２１万９千円の計上でございます。続きまして太陽光エネルギー導入支援事業につ

きましては、こちらは後ほどまた詳しく説明がございますが、太陽光エネルギーの導入をする住

宅につきまして１軒当たり３５万円を補助するものでございます。合計で１７５万円の計上でご

ざいます。緊急雇用事業につきましては２事業ございます。なかよしクラブの指導員２名で対応

してございましたが児童数の増加に伴いまして１名を増員するものでございます。６４万７千円。

また、江南小学校の臨時職員配置といたしまして、閉校準備に向けた事務職員の雇用で１３３万

６千円を計上してございます。緊急雇用事業につきましては１９８万３千円の計上でございます。

続きまして、まちなかにぎわい再生・創出事業につきましては負担金といたしまして２５０万円

の計上でございます。総務費の地域振興対策費に計上する補正額の合計が３千５６９万円となっ

てございます。また、この事業費に対しまして交付金につきましてはおよそ９割を充当を考えて

ございます。今回３千５６９万円に対しまして３千１８７万５千円の交付金を充当したいと言う

ふうに考えてございます。続きまして消防費でございますが、消防費は公共施設等整備緊急事業

といたしまして公共施設の改修事業。こちらは商工団地と緑の消火栓の更新、こちらに２４８万

９千円の計上でございます。また、公共施設等備品整備事業といたしまして、こちらも１３年を

経過してございます消防司令車の更新でございます。３８２万３千円の計上でございます。消防

費の計上金額につきましては合計で６３１万２千円の事業費となってございます。こちらにつき

ましては同じ様な考え方で交付金で約９割の充当を考えてございまして、交付金は５５６万７千

円を計上してと言うふうに考えてございます。地域振興対策費合わせて消防費合計の金額は４千

２００万２千円となってございます。 

続きまして３ページをお開き下さい。今申し上げました国の緊急経済対策を含めました今回６

月補正で考えてございます予算の概要でございます。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管

理費につきましては基金積立事業といたしまして今回一般財源の剰余分７千２１６万１千円、並

びに寄付金を斉藤清明さん、家村姚子さんの方から頂いてございます、こちら合計３０万円を積

立てるものでございます。補正額の合計につきましては７千２４６万１千円となってございます。

財源内訳の３０万円、こちらは寄付金となってございます。続きまして、５目自治振興費、街路

灯撤去新設及び移設事業といたしまして、これも継続事業でやってございます道道摩周湖斜里線

の拡幅に伴う街路灯の移転整備事業でごさいます。当初保留していた分が今回事業費の確定を見

たと言うことで補正をさせていただいております。事業費につきましては１２９万２千円となっ

てございます。続きまして５０万円のその他の内訳は雑入となってございます。３項開発促進費、 

１目企画振興費、子供広場整備事業につきましては財団法人自治総合センターのコミュニティー

助成事業が今回希望いたしまして助成を受けられると言うことになりましたので、今回補正計上

をさせて頂いてございます。樹木６０本、果樹３３本、植栽整備を考えてございます。事業費に

つきましては２５６万２千円となってございます。その他の財源１４０万円につきましては雑入

となってございます。９項地域振興費、１目地域振興対策費、地域活性化・経済危機対策臨時交

付金事業、こちらにつきましては先ほど４ページの方でご説明をさせていただきました事業の計

上分でございます。公共施設等整備緊急事業に２千９４５万７千円、太陽光エネルギー導入支援

事業に１７５万円、まちなかにぎわい再生・創出事業に２５０万円、緊急雇用事業に１９８万３

千円、合計の金額が３千５６９万円でございます。この内約９割の３千１８７万５千円、こちら

を臨時交付金として計上してございます。残り３８１万５千円につきましては一般財源となって

ございます。８款消防費、１項消防費、１目消防費、地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業、
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こちらも先ほど４ページでご説明した消防の消火栓の更新並びに車輌の更新事業に６３１万２千

円を計上するものでございます。国庫支出金につきましては５５６万７千円を計上してございま

す。こちらが補正予算の概要でございます。 

これらを踏まえまして今度資料の２ページをご覧下さい。こちらに今回の全体の補正予算の概

要が書いてございます。まず歳入の方からでございますが、町税の２千２００万円の補正につき

ましては、先ほど総務課長の方からご説明のございました固定資産税の賦課調定に伴う増額分と

して２千２００万円を計上してございます。続きまして国庫支出金３千７４４万２千円につきま

しては、これは地域活性化・経済危機対策臨時交付金でございます。続きまして繰入金１０万円

は、本年の３月の専決補正でご提案をさせていただきましたふるさと基金に１０万円の寄付金が

ございまして、今回財源調整といたしまして各４事業に振り替えるものでございます。ふるさと

基金として１０万円を計上してございます。繰越金５千７１３万１千円につきましては本年の５

月に平成２０年度の出納閉鎖を迎えてございます。歳入の超過額といたしまして４千２３万６千

８５３円。そして歳出の不用額で６千６８９万４千４０７円。合計で繰越額が１億７１３万１千

２６０円の繰越がございました。この内５千万円を当初計上してございましたので、残りの５千

７１３万１千円について補正するものでございます。諸収入の１９０万円の増額につきましては

街路灯の移設補償金に５０万円、それと子供広場のコミュニティー助成に１４０万円、合計で１

９０万円を計上してございます。また、教育費寄付金といたしまして２０万円、総務管理費の寄

付金といたしまして１０万円、２点合わせて３０万円を補正するものでございます。歳入の合計

の現計予算額が４２億４千万円に対しまして今回の補正額が１億１千８８７万３千円。補正後の

予算額が４３億５千８８７万３千円でございます。続きまして歳出をご説明申し上げます。総務

管理費の１億１千２００万５千円の補正額につきましては基金の積立といたしまして寄付金３０

万円を含めました７千２４６万１千円。それと街路灯移設に１２９万２千円。子供広場整備に２

５６万２千円。それと地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業に３千５６９万円。それと財源

振替えで５万円がございます。民生費につきましては先ほど、ふるさと基金で頂いた分そちらの

２万５千円を財源振替えさせていただくものでございます。衛生費の４２万７千円の増額補正に

つきましては後期高齢者医療特別会計の繰出金、こちらは制度の周知の資材等に３１万１千円の

増額、それと会議負担金の１１万６千円につきましては現在建設中でございます最終処分場があ

りますが、これの施設管理者の資格を取るための研修費等と言うことで計上をさせていただいて

ございます。合計で４２万７千円の計上でございます。消防費につきましては先ほど申し上げま

した消火栓と消防司令車の更新事業に６３１万２千円の計上でございます。教育費の１２万９千

円の計上につきましては学童保育士の増員に１２万９千円。それと合わせてふるさと基金の財源

振替えで２万５千円を計上してございます。歳出の現計予算額４２億４千万円に対しまして今回

補正額が１億１千８８７万３千円。補正後の予算額が４３億５千８８７万３千円でございます。

なお、交付金につきましてはまだ限度額の方に達してございませんので、７月以降の臨時議会を

視野に入れながら計上の方をさせて頂きたいと考えてございます。以上でございます。 

 

○総務課長 

 総括的な補正の概要について担当主査よりご説明申し上げましたが、個別的な内容については、

また、後ほどそれぞれの所管委員会の中におきまして担当課よりご説明申し上げたいと思います

のでご理解頂きたいと思います。以上でございます。 

 



 

- 6 -

○委員長 

 それでは、平成２１年度の一般会計補正予算の概要についてということであります。委員の方、

何かありませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ、まだ②③④と個別がございますので、その後に総体で受けたいと思いますので宜し

くお願いしたいと思います。それでは②番、住宅用太陽光発電システム導入補助制度の制定につ

いてということでお願いいたします。 

 

○総務課長 

 本件についてご説明を申し上げたいと思います。本件につきましては前段で申し上げました国

の緊急経済対策の大きな柱として、いわゆる日本版グリーン・ニューディールという形の中でエ

コエネルギーの積極的な導入、そう言ったものが大きな柱になってございます。また、そういっ

た具体的な事業がこの交付金の対象事業となってございます。また併せて、過日政府におきまし

ては京都議定書に基づく２０２０年度までの中期目標という形の中で、０５年対比で１５％減、

温室ガスの削減、こう言った目標を設定してございまして、過日４月２４日に開催されました正

副議長会議等におきまして、今後のこう言った全体的な経済対策の取組みについてご説明申し上

げましたところ、議長、副議長の方からうちの町については花とみどりと交流のまち、他には景

観、環境などこう言った取組みを積極的に行っている経過の中、今回の経済対策の中におきまし

て個人住宅に対するそう言った省エネ、または自然エネルギー、エコエネルギーこう言ったもの

についても公共施設の改修と併せながら積極的に提案して欲しいと。そう言ったご助言でござい

ました。そう言った経過も踏まえながら今回新たな補助制度を制定したいという内容でございま

すので、具体的な内容につきましては５ページの概要に基づきながら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主査 

 それでは私の方から、２番目の住宅用太陽光発電システム導入費補助制度についてのご説明を

致します。５ページをお開き頂きたいと思います。なお５ページに制度の概要、６ページから８

ページに要綱案を掲載してございますが、５ページ概要にてご説明させていただきます。まずは

１番、制度の目的でございますが、清里町内の住宅に太陽光発電システムを設置する者に対しま

して、必要な経費の一部として補助金を交付する事により、環境への負荷の少ない新エネルギー

の普及促進に寄与することを目的とするものでございます。２番目、補助の対象者でございます

が、清里町に住所を有し、居住するもののうち、次のいずれかに該当し、町税及び各種手数料・

使用料等を滞納していない者とし、①清里町内の住宅に発電システムを新たに設置する者。②建

売住宅供給者等から、清里町内において発電システム付きの住宅（新築のものに限る）を購入す

る者。なお、この清里町に住所を有する者の中には清里町に新たに住宅を建設又は購入し転入す

る者も含みます。３番目、補助対象システム、対象の発電システムでございますが、①から全て

の要件を満たすもので、当該年度中に設置工事を完了するものでございます。①省エネナビが設

置されていると言うことで、この省エネナビと言うものは消費電力を金額に換算して表示するシ

ステムでございます。②このシステムは未使用のものと言うことで中古は対象外でございます。
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③低圧配電線と逆潮流有りで連携し、電力会社と電灯契約を締結できるものとしてございます。

なお、低圧配電線と逆潮流は余った電力を電力会社に売却出来るということでございます。④太

陽電池の最大出力の合計値が１０キロワット未満のものとなってございます。大きな４番、補助

の金額でございますが、１キロワット当たり１０万円で３５万円を上限とさせていただきます。

なお、出力に関しましては小数点以下第３位を四捨五入させていただきます。四角の中に補助金

の計算例を出してございますが、この補助金の額でございますが、太陽電力の最大出力の値に１

０万円を乗じた額で３５万円を上限としてございます。例として最大出力３.１２５キロワットの

場合、１０万円かける３.１３キロワットで３１万３千円となります。最大出力４キロワットの場

合は１０万円かける４キロワットで４０万でございますが、３５万円が上限でございますので３

５万円となります。５番目、補助対象経費でございますが、この発電システムの設置に要する経

費、この①から⑪が補助の対象経費となってございます。①太陽電池モジュールと言うのは太陽

の光を電気に変換して発電するものでございます。この架台と言うのはこのシステムを屋根など

に設置する台でございます。③の接続箱、これにつきましては太陽電池からのケーブルなどを集

めるものでございます。④直流側開閉器と言うのは、太陽電池の出力のシステムを遮断している

ものを開閉する機器でございます。⑤のインバーターと⑥の保護装置につきましては、太陽電池

で発生した直流の電力を電力会社と同じ電力に変換するものでございます。⑦発生電力量計とい

うのは発生電力を計測するものでございます。⑧の余剰電力販売用電力量計は電力会社が買い上

げる余剰電力を測定するものでございます。⑨として配線・配線器具、⑩は先ほど説明しました

省エネナビの設置費。⑪がその他工事に関する費用ということで、この①から⑪が補助対象経費

となります。６番、事業報告としまして補助金交付を受けた者は、発電システムの設置後１年間

分、次の事項について町長に報告するという事で（１）月次の発生電力量、売電電力量及び買電

電力量。（２）月次の消費電力量、省エネ度、これについて町長に報告することになってござい

ます。なお、要綱に記載してございますが、この一連の補助制度につきましては清里町の補助金

交付規則により交付決定、実績報告、補助金の確定となってございます。それと要綱の一番最後

に記載してございますが、附則に関しましては公布の日から施行しまして平成２１年４月１日か

ら適用となってございます。一番最後、７番目になりますが、この申請受付及び担当の窓口は住

宅行政の一環としまして建設課の建設管理グループが担当することとなります。以上で太陽光発

電システム導入補助制度についての説明を終わらさせて頂きます。 

 

○総務課長 

 ただ今の町の方で提案させて頂く新しい導入制度と並行しながら、国におきましては既に単独

的な助成制度を設けてございまして、最大出力１キロワットアワー７万円という中で既に省エネ

対策でそう言ったものが制度化されてございます。従いまして、当町におきましては町単独のこ

う言った制度と国の制度、国の制度が併用できる、こういった形になろうかと言うふうに考えて

ございます。なお、当町におきまして３.５キロワットと決めてございましたのは国の標準的な基

準が３.５キロワットになってございますので、これを一つの目安とさせて頂いた。更には一般的

な話として、だいたい普通の家庭におきましては３キロから４キロワット位がだいたい太陽光の

受電装置の実績数値になってございまして、経費的にいきますと１キロワット、現在の工事費で

行きますと諸経費含めてだいたい７０万弱が工事費で、一般的な３.５ですとかそう言った形にな

りますと２００万円から２５０万円程度が、だいたい工事に掛かる経費、そう言ったものをラン

ニングコストで計算しますと過去においては２０年位、減価償却的なものも含めていくと掛かる
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という、そう言った話がありまして、今回国におきましてもできるだけ初期投資、そう言ったも

のが１５年以内においてメリットが出るような方策、そう言った流れもございますので、今回、

具体的に申し上げますと町の制度と国の補助、そういったものを併用しますと３.５キロワットで

行きますと５６万程度が実質的な補助になりますので、今言ったような形の中で減価償却等含め

た初期投資の回収については、今お話した通り一般的な家庭であれば１５年以下になる、そう言

った誘導性が高まる、こう言った観点に立って公共施設については今後勿論、運営経費等の節減

の基に、そう言った方向についても検討させて頂きたいと思いますけれども、正副議長会議等に

おきましても個人住宅に対する支援制度、こう言ったご意見も賜った訳でございまして、今回改

めて６月定例会に予算も含めて提案させて頂く、この様に考えてございますのでご理解を賜りた

いと思います。以上です。    

 

○委員長 

 ただ今、副委員長が都合により退席いたしました。 

 ただ今の太陽光発電システム導入について何かありませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移らさせて頂きます。 

国経済危機対策に伴う交付金事業の申請等についてということでお願いします。 

 

○総務課長 

 お手元の議案の９ページをお開き頂きたいと存じます。国の経済危機対策に伴う交付金事業の

申請等と言うことでございますが、既に先の常任委員会の中におきまして全体的な町の大型事業、

それにリンクした緊急対策の方向性、考え方、こういったフレームワークについてはお示しをし、

ご理解を頂いたところでございますが、具体的な内容について一歩前に進んでございますので、

本常任委員会において報告・協議をさせて頂きたいと斯様に考えております。 

まず 1 点目の地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用事業の関係でございますが、前段の補

正予算の中で担当主査よりご説明申し上げましたが、今般、当町における交付の限度額につきま

しては、１億９千１１７万６千円こういった枠になってございます。活用の方向性については基

本的には地域経済の振興、雇用創出の中におきまして、詳細につきましては先に述べた通り５月

の常任委員会で説明をさせて頂いたところでございますが、具体的な補正措置としましては、第

１段階におきましては今回説明した６月補正において交付金充当としては３千７４４万２千円、

これを地域振興費、消防費の中に充当させて頂きたい、斯様に考えてございます。第２段階の残

った部分でございますが、国の１次補正による補助事業、こういったものが全て個所付けがされ

てございません。当然、のちほど又説明申し上げますが、当町においてもこういった補助の申請、

これから色々と事務的な手続きについて行って参りたい斯様に考えてございます。経済危機対策

臨時交付金が、先に説明したとおり１兆円枠でございますが、それとは別に公共投資臨時交付金

これが１兆４千億円の枠という中で全国的な予算措置がされてございますが、この制度内容がま

だきちっと示されてございません。基本的にはこの分につきましては国の１次補正でそれぞれ措

置される補助事業・交付金事業の裏補助という形の中で、裏支援という形の中で９割充当、こう

いった事となっているわけでございますが具体的な内容がそれぞれの事業等の配分の中において
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示されていない、こう言ったこともございますので、前段でお話し申し上げたとおり、この国の

１次補正による補助事業、交付金事業の決定、更にこの公共投資臨時交付金の制度構築がなされ

た段階において、それぞれ必要に応じて今般の定例会以後の定例会若しくは臨時会において、早

い段階において、それぞれ個別的な協議をさせて預いていきたい、斯様に考えておりますのでこ

の点についてご理解を賜りたいと存じます。 

２点目が国の１次補正による対応調整事業という形でございますが、５月の常任委員会におい

ても一部ご説明申し上げましたが、調整事業案件という形の中で既に国の方と事務的な部分等含

めながら既に協議に入っている分でございますが、まず１点目として、農山漁村活性化プロジェ

クト支援交付金事業がございます、この内容については後ほど別途資料をもって詳細のご説明を

申し上げたいと思います。２点目がこれも既にご報告申し上げております耐震改修事業という中

で、役場庁舎、トレーニングセンター、これについては既に耐震調査が終えてございますが、そ

れぞれ危険度が出ておりますので当初予算で実施設計を計上させて頂いているところでございま

すが、国の１次補正において内々示がきておりまして一応予算付がされている、そういった状況

にありますので現在進めている実施設計を具体的に煮詰めた段階におきましてこの事業の採択と

いう形の中で早い時期に、建築費の、改修費の補正をさせて頂きたい、斯様に考えているところ

でございます。この事業につきましても従前ですと全く単費でございましたけれども、国の補助

事業、更に補助裏の９割の交付金事業の対象事業というふうにはなっておりますので、今後臨時

交付金の関係の公共投資の関係が煮詰まった段階において財源手当て計画についてもご協議申し

上げたい、斯様に考えているところでございます。３点目のバリアフリー化事業でございますが、

役場庁舎の全体的なバリアフリー化という形の中で、エレベーターの設置を中心としたりまた階

段段差、こういったものを改修するという中で、これについても国の１次補正の中で内々示を預

いているところでございます。これにつきましても耐震工事と並行しながら、現在、具体的な改

修手法、これを決定した上において実施設計、こういったものを並行しながら進めていく、そう

いった方向にございますが、特にエレベーター設置につきましてはできるだけ使いやすい場所と

いう事もございまして、役場正面玄関を入った東側、階段横に設置をしていきたい、斯様に考え

てございます。１階から３階までエレベーターという形で高齢者、障害を持った方等を含めなが

ら２階、３階に来て頂く、そういった環境を醸成していきたい。併せて３階までエレベーターが

行きますので、丁度、役場正面玄関横が議場の傍聴席の部分に当たってくるという事でございま

して、今後はバリアフリー化に伴いまして一部議場等触らなければいけない状況もでてくる場合

もありますので、具体的な実施設計等が、素案が固まった段階でまた議会の方ともご協議しなが

ら、できる限り段差解消、こう言ったことも含めて使いやすい庁舎になるような形の方向を見定

めていきたい。具体的な内容については今後事務局等を通じながらご協議を申し上げていきたい、

斯様に考えておりますのでその点ご理解を賜りたいと存じます。４点目が学校情報通信技術環境

整備事業、スクールニューデイールということで、学校のテレビジョンのデジタル化、更には教

育機器、パソコンを中心とした教育環境の整備、こう言ったものが第１次補正の中で予算化され

てございまして、これについての事務的な申請手続きを行っている最中でございますが、採択の

通知がきておりませんので、そういった事業についても早い段階で諮って参りたいと斯様に考え

ております。併せまして新学習指導要領の特に理科教育の関係につきまして、前倒しで今回１次

補正の措置がなされております、３月定例会におきましても委員長から一般質問があった部分で

ありますが、こう言ったものにつきましても１次補正の前倒し分がございますので、今後そうい

った枠づけが決まった段階で補正措置をとらさせていただきたい、斯様に考えておりますのでご
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理解を賜りたいと思います。続いて、これも教育関係でございますが、安全安心な学校づくり交

付金事業という形の中で、この事業につきましても光岳小学校の特別教室・屋内体育館について

実施設計を当初予算から計上してございますが、現今の状況におきましては国の１次補正におい

て財源措置、こういったことが検討されてございます、そういった枠に入った場合につきまして

は交付金事業で５５％の交付金、更に先ほど申し上げました公共投資臨時交付金の該当事業と言

うふうになって参りますので、今後実施設計に並行しながら２２年度への繰り越し事業という前

提に立ちながらこの補正についても前向きに検討させて頂きたいと斯様に考えておりますのでご

理解を賜りたいと思います。なお、この事業につきましても具体的な事業の内容等が精査された

段階においてそれぞれ所管委員会にご協議申し上げて行きたい、斯様に考えてございます。最後

になりますが、地域情報通信基盤整備推進交付金という形の中で、当町におきましては平成１３

年度、１４年度におきまして光ファイバーを敷いて高度ブロードバンド環境の関係、更には公共

施設の通信網を整備しているところでございますが、これも国の１次補正におきまして家庭まで

含めた部分での光ファイバー等の通信環境の整備、こういったものが４００億円の枠の中におい

て予算化されております。これについても裏補助分の交付金制度、こう言ったものの対象事業と

なってございますので可能性として模索している、こう言った状況でございますが現時点で行き

ますと北海道の中で手を挙げた部分だけで全国枠をオーバーしている状況ですので、これについ

ては今後全体枠の中で調整が図られると思いますが、当面こういった方向性についても充分検討

して参りたい、斯様に考えてございます。また、平成１４年度に敷設したイントラの関係につい

ても丁度更新年次を迎えておりますので、こういった環境から光ファイバーの関係についての事

業採択がなされないとしてもイントラ環境については今後整備していく、その方向で事務的な検

討を加えさせて頂きたい、斯様に考えてございますのでご理解頂きたいと存じます。２）として

想定される今後の調整日程等でございますが、先ほど述べたとおり国の補正事業において全て個

所付けですとか制度構築がされていない部分がございまして、今後国による事業要綱等の公表と

取りまとめが、そう言ったものが今月６月から７月にかけてさみだれ的に実施されると、この様

に考えております、従いまして今後７月から９月にかけて個々の事業の申請等、国の事業の採択

の決定、更には補助金等の内示がなされる、このように考えてございます。こういった環境をふ

まえながら当然、直接的な補助・交付金事業以外に、道を通じてくる間接補助、交付金もあるわ

けでございまして、今回すでに新聞報道等でご存知のとおり北海道においては約２千億円程度の

補正枠をもっておりますが、６月定例会においてはその半分１千億円を行っていく、そのほとん

どが国の直轄事業の負担金と基金の造成、こう言ったものとなっており個別的な事業、間接的な

補助事業については７月以降の臨時会等になると聞いておりますので、しっかりと見定めた上に

おいて７月から１２月にかけて採択決定時事業に係る町の予算の補正措置、こういったものを今

後提案させて頂きたい、そして補正が決定されたものについて順次、事業に着手していく、そう

いった流れで進めさせて頂きたい、斯様に考えておりますのでよろしくお願いしたいと存じます。

なお、国の様々な政治状況においてそれぞれ決定等がされておりませんので、大型事業について

は年度内における、採択されたとしても年度内の竣工が厳しい環境にあるので、必要に応じなが

ら３月定例会後において、もし採択された事業についても大型事業については一部繰越措置、そ

う言ったものが予想されますので、それにつきましても順次所管委員会とご協議申し上げながら

適正な予算措置を図って参りたい、斯様に考えておりますので併せてご理解を賜りたいと存じま

す。 

 続いて１０ページをご覧いただきたいと存じます。３の農山漁村活性化プロジェクト支援事業
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についてでございます。具体的な詳細の内容については別添の資料により担当主幹より説明申し

上げたいと存じますが、事業の概要というなかで先ほどお配りしたカラー刷りの資料があると思

いますが、今回、当町におきましては様々な大型事業を、総合計画それから自立計画の中で計画

している訳でございますが、出来る限り有利性のあるそう言った補助金、交付金を導入しながら、

中長期的な展望にたって整備を図っていきたい、併せながら財源的な手当てについても有利性を

担保していきたい、こう言った中において総合メニュー化された農山漁村活性化プロジェクト支

援事業、これを２１年度の補正枠の中で新規地区の採択、こう言ったものを申請して参りたい、

斯様に考えてございます。事業の概要としましてはお手元の１０ページにお戻り頂きたいと存じ

ますけれども、今回のこの申請を行っていく事業につきましては、地方公共団体、市町村が地域

の自主性と創意工夫により定住者や滞在者の増加などを通じた農山漁村の活性化を図る計画を自

主的に作成し、国はその実現に対して必要な整備を中心とした総合的な取り組みを交付金という

形の中で複年度の中において担保しながら支援する。こういった仕組みになってございます。事

業の特徴としてはここに６点ばかり記載をしてございますが、法律に基づいた事業の支援であり、

更には農とか林とか水産等の縦割りでなく各省の支援を含めた部分での総合的な支援対策として

されていく。更に都道府県の中間的な手続きを除いて直接的に市町村へ補助金・交付金が降りて

くる、そう言った制度になってございます。また、それぞれ行っていく事業についても、計画そ

のものが固定的でなくして、それぞれ市町村の計画における都合または内容の精査によって、対

象施設間の予算の流用や年度間の変更、こういったものも可能である。従って毎年度、計画変更

等を通じながら必要なかったもの、逆に必要になったもの、事業費の変更等柔軟に行えるそうい

った制度となっております。また直接農林水産省が窓口になって中間的な手続きが簡略化されて

いる、こういった状況、更に併せながらソフト事業を含めた地域の創意工夫によるメニュー、こ

ういったものが採択されて行く、そういった制度内容となってございます。事業の内容としまし

ては大きく 4 点ございますが、基本的な部分での農業における生産基盤の整備のほかに全体的な

農林漁業の振興や就業機会の増大、更には定住の関係、都市と農村の交流事業の推進の関係、そ

ういったものが総合的なメニューとして支援される、こういった形になってございます。事業の

計画主体としては都道府県のほか市町村、また事業実施主体としては都道府県、市町村、更には

農業協同組合を含んだ民間の組織、こういったものが事業主体となりうる。このように考えてご

ざいます。交付金の交付率でございますが、それぞれ法律によって規定されている部分がござい

ますけれども、基本的には当町においてはほぼ 2 分の 1 の事業である。更に 7 番目にあります

ように２１年度の補正事業において新規採択の募集がなされている、こういった状況にございま

す。新規採択の募集については５月２９日から今月の２９日までとなってございまして、この事

業につきましてはこう言った直接的な国の公募方式をとってございますので、事前計画について

も全て公表した上で国の方が採択地区を決めていく、そういった手続きとなってございます。具

体的な事業内容については別添の中で説明しますが、今回、当町におきましては JA 清里町で計

画しておりました麦乾施設の関係につきまして、当初、強い農業づくりという違ったメニューの

中でそれぞれ協議がなされたところでございますが、全体的な補正予算枠の関係の中におきまし

て町の方で当初いろいろ検討しておりました、今回のプロジェクト支援事業の中での実施という、

そう言った方向で調整がなされておりますので、今回、町におきましては JA の麦乾燥調製貯蔵

施設も含めた部分の大型施設、具体的に申し上げますと福祉センター、緑清荘の宿泊部分、更に

はパパスランドさっつる、道の駅の関係、札弦のセンターの関係、他の補助事業や交付金事業で

は整備がかなり難しい札弦第３道路の整備の関係、併せて防災等の安全安心施設の関係、こうい
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ったものを先ほど説明した総合的なメニューの中で申請していきたい、斯様に考えておりますの

で全体的なご理解を賜りたいと存じます。なお個別的な事業につきましては、それぞれの部分、

施設につきましては、逐次ですね、当然、所管委員会と充分協議をさせて頂きながら進めていき

たい、斯様に考えておりますが先ほど申し上げたとおり財源手当てでいきますと２分の１の交付

金、補助金を前提としながら、２１年度補正枠等に入っているものについては基本的には裏の９

割交付金の対象事業となる、そういった計画がございますので出来るだけ有利性を担保したいと

いう形のなかで、後ほど説明する具体的な事業計画書案の中におきましては出来るだけ前の年度

にそういった大型事業を組み込み、具体的には大型事業については繰越事業、こういったことが

見込まれますので実質的には２２年度、そういったことも想定しながら財源的な有利性の担保を

図って参りたい、斯様に考えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。具体的な内容につい

ては担当主幹よりご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 それでは私の方から活性化計画等についてご説明をさせていただきたいと思います。お手元に

清里地区活性化計画と言うものと、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金対象事業別概要とい

うのがあろうかと思います。まずは、清里地区活性化計画についてご説明申し上げます。１ペー

ジ目をご覧になって頂きたいと思います。このページにつきましては、活性化計画の目標及び計

画期間を記載したものでございます。内容につきましては清里町の農業と都市農村交流の現状と

課題、そしてそれら課題をどの様な取組みで解消していくかと言うことを具体的に明確にしてお

ります。それに基づき活性化目標を設定しているものでございます。活性化目標といたしまして

は、新たな品種の導入が行われます小麦の乾燥調製貯蔵施設の整備、より品質の高い製品の生産

体制を確立しながら産地ブランド化を推進すると共に、新たな交流施設の整備や既存施設の機能

の拡充と整備を行うことにより魅力ある都市農村交流エリアの形成と安全安心な農村づくりを複

合的に推進しながら、地域の活性化を図るものとしています。計画期間につきましては平成２１

年度から平成２４年度までの４年間でございます。２ページ目をご覧になって頂きたいと思いま

す。ただ今ご説明申し上げました目標を達成するために、必要な事業を農村漁村活性化プロジェ

クト支援交付金実施要綱に基づき記載したものでございます。町が事業主体となるものが全部で

６事業、農業協同組合主体が１事業、合計７事業を計画しております。個々の事業内容につきま

しては、別冊の対象事業別概要にて後ほどご説明させて頂きたいと思っております。３ページ目

をご覧になって頂きたいと思います。３ページ目につきましては、地域活性化の区域につきまし

て清里、札弦、緑の３市街を含む全町の農業振興区域に指定されている区域を対象といたしまし

て、区域面積１万２千５６１ヘクタールとして設定をしているものでございます。続きまして６

ページ目をご覧になって頂きたいと思います。４ページ目、５ページ目につきましては今回の事

業に関係する事項ではございません。６ページ目でございます。農山漁村の活性化のための定住

等及び地域間交流の促進に関する法律、施行規則に基づきまして活性化計画の目標達成の評価を

しなければなりません。その評価に対する手法について記載したものでございます。町におきま

しては、実施しております総合計画の実績調査、それと農協が作成してる決算資料の実績により

目標達成の検証をすることと致しております。続きまして７ページ目でございます。この図面に

おきましては、計画地区の活性化区域及び各事業の位置を示したものでございます。区域につき

ましては、先ほどご説明したとおり清里、札弦、緑の３市街を含む全町の農業振興区域といたし

ております。また事業につきましても、町の事業が６事業、農協の事業が１事業と言うことで、
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合計７事業の位置を示したものでございます。 

それでは続きましてもう一冊の方の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付対象事業別概

要についてご説明申し上げます。１ページ目をご覧になっていただきたいと思います。１ページ

目につきましては、事業活用活性化計画目標について個別ごとに目標を設定したものでございま

す。交流人口、滞在者数及び宿泊者数、それと地域農産物販売量の３点について計画目標の設定

と増加率を算出しております。なお、計画目標の設定と算出につきましては次のページ、２ペー

ジ目から３ページ目に記載してありますが、この設定については国で定めたものでございます。

このうちの目標番号であります２番目、３番目、５番目に基づき増加率等について算出している

ものでございます。続きまして４ページ目をご覧になっていただきたいと思います。４ページ目

につきましては、本計画において実施する各事業ごとの具体的なメニューについて記載したもの

でございます。上段より順次ご説明させて頂きます。まず１番目でございます。事業メニュー都

市農山漁村総合交流促進施設につきましてはパパスランドの関係でございます。道の駅といたし

まして集客機能を高めながら交流人口の拡大を図るために農産物直売所などの総合交流施設とし

て施設の整備、または駐車場の拡張整備などを行うとしています。実施時期にいたしましては平

成２２年度、全体事業費３億２千万円を見込んでおります。交付金につきましては２分の１と言

うことで１億６千万円を考えてございます。２番目でございます。事業メニュー地域資源活用交

流促進施設、清里地域につきましては福祉センターでございます。清里地域内の住民などの交流

活動の促進を図るために地域の基幹交流施設といたしまして施設の整備を行うものでございま

す。実施時期につきましては平成２１年度といたしております。全体事業費４億円、うち交付金

が２分の１の２億円と考えてございます。３番目、事業メニュー地域資源活用交流促進施設札弦

地区でございます。これにつきましては札弦支所でございます。これも清里地区と同じ様に札弦

地域内の住民の活動交流の促進を図るために地域の基幹交流施設といたしまして施設の整備を行

うものでございます。実施時期につきましては平成２２年度としてございます。全体事業費２億

８千万円、うち交付金が２分の１の１億４千万円を見込んでございます。続きまして４番目、事

業メニュー農山漁村体験施設につきましては緑清荘でございます。滞在者や宿泊者の増加と交流

人口の増加を図るために、滞在型活動の拠点施設といたしまして宿泊施設の増築の整備を行うも

のでございます。実施期間といたしまして平成２１年度、全体事業費５億２千万円、うち交付金

が２分の１の２億６千万円を考えてございます。５番目でございます。事業メニュー連絡農道に

つきましては、札弦町の篠田英司宅の西側、札弦第３道路の延長２７０メートル分の改良舗装の

整備でございます。実施時期につきましては平成２３年から２４年の２ヵ年と言うことで、全体

事業費３千万円、うち交付金が２分の１の１千５００万円と考えてございます。６番目の事業メ

ニューにつきましては情報通信基盤施設といたしまして、安全安心の農業農村といたしまして機

能を高めるために、清里、札弦、緑の３市街地におきまして防災情報通信基盤として防災無線の

整備を行うものでございます。実施期間は平成２１年度といたしまして、全体事業費１億５千万

円、うち交付金が３分の１の５千万円でございます。以上６事業が町の事業でございます。７番

目でございますが、事業メニュー乾燥調製貯蔵施設につきましては農協が事業主体でありまして、

麦の乾燥貯蔵施設の増設を行うものでございます。実施時期につきましては平成２１年度、全体

事業費１１億２千９０６万５千円となっております。うち交付金が２分の１に当たります５億３

千７０６万５千円でございます。７事業の全体の事業費といたしまして２８億２千９０６万５千

円、うち交付金が１３億６千２０６万５千円となりまして、地元負担金といたしまして１４億６

千６４１万円を見込んでおります。なお、町の６事業におきましては全体事業費１７億円、うち
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交付金が８億２千５００万円でありまして、負担額といたしまして８億７千５００万円でござい

ます。なお先ほど課長の方からもご説明があったとおり、平成２１年度の事業につきましては国

の一時補正における地方公共団体の負担軽減対策といたしまして地元負担の約９０％が地域活性

化公共投資臨時交付金として対象となることが見込まれております。最後になりますが、６ペー

ジ目、７ページ目につきましては、交付計画を年度ごとにプロットしたものでございます。また、

今回ご説明致しました計画の事業の内容、規模、全体事業費については現段階における概略概算

でございますのでご理解を頂きたいと思います。また、この事業につきましては地域の創意工夫

による独自の提案メニューを国が直接支援するものでございます。今後所管であります農林水産

省と新規事業採択に向けまして協議を行って参りますが、ヒアリング等々におきまして事業の内

容等々についても変更等が有りうると言うことも重ねてご理解を頂きたいと思います。以上でご

ざいます。 

 

○総務課長 

 担当主幹より具体的な事業、今回の地域整備計画をしている事業の計画、更には全体概要の代

表的なお話を申し上げました。当然、一番最後に申し上げた通りこの事業は新規募集をかけて申

請をして審査をされて採択をされる、そう言った手続きになってございますので、当然、今回上

げた事業がすべからくＯＫという形ではなくして内容によっては他の事業への移し替え等も見込

まれる、かように考えているところでございます。ただ、麦の生産施設もある訳でございますか

ら当然地区としての採択、これを最優先しながら町、議会または関係産業団体とも連携した企画

を今後とも、そう言った働きかけを行って参りたい、かように考えてございますのでご理解賜り

たいと思います。２点目は事業の公表の関係でございます。今言ったように公募制度を採ってご

ざいますので、事業素案の段階におきまして公表が義務付けされている事もございますので、今

後こういった内容についても計画素案として当町においてもホームページ等で公表しながら行い

たい、かように考えてございます。３点目でございますが財源手当て等の関係でございます。基

本的には２分の１の交付金事業でございますが、先ほど申し上げた通り２１年度につきましては

緊急経済対策の中で特別な手当てがされてございます。この分については２２年度、２３年度が

担保されるのかと言う形のご意見が前回の委員会の中でも、正副議長打ち合わせ会議の中でもそ

ういうご質問があった訳でございますが、先ほど補正予算の中でも申し上げた通り公共投資の臨

時交付金の関係についての制度構築については未だ国が明らかにしておりません。２１年度につ

いては方向付けするというお話もございましょうし、また北海道に事前協議に行った段階におい

ては２２年度の当初予算までは担保すると言うようなお話もありますし、農水省の担当レベルに

おいては３ヶ年については担保すると、非常に政治的な状況も変動してございますので、そうい

った状況も見据えながら出来るだけ当町において有利性が担保できるような方法、こういったも

のをきちんと模索をして行きたい、かように考えておりますし併せまして当町は過疎地域の指定

でございまして１０年間の時限立法でございますが明年度からもまた新たな過疎法、こういった

形がそれぞれ議員提案の中において成立が見込まれてございますので、そういった中における過

疎債、更に併せまして今回の補正の中においては補正債、そういった制度もございますので出来

うる限り当町における最初の手続きにおけるコスト削減、こういったものを捉えながら併せて今

後の基本設計、更には実施設計の段階におきましても将来に亘るランニングコストの軽減、こう

いったものを想定しながら具体的な内容については逐時所管の委員会とも充分協議をさせて頂き

たい、かように考えてございますのでこの点についてもご理解を賜りたいと思います。以上でご
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ざいます。 

 

○委員長 

 ただ今、③交付金事業の申請等についてという部分の中で大きな事業が上がってございます。

何か委員の中で質疑があればお受けしたいと思います。 

 

○加藤委員 

 色々な対策が補正の中で、国に提示をして行かないと当たるか当たらないかも分からないと。

取りあえず緊急的に必要である或いは計画に上げられたものを今回一気に上げていると言うのが

現実だろうと、この様に捉える訳ですが建てる時はこの状態でいくと９割補正で可能な部分が多

いのかなと思う訳ですが、実際にはその後の維持という問題が大きく圧し掛かって来るというの

が大前提にある訳であります。ましてや、今、課長が言われましたように過疎地域に指定されて

いるどころか限界集落に清里はならないのかと、５年後、１０年後の人口、或いは人口構成を踏

まえた時にどうなっているんだと。清里に住んでいる４千７００の人が５年後、１０年後、本当

に何人になるんだろう。その時に本当に必要な施設はどうなんだろうと言うことを充分に検索さ

れて提案がなされているもんだと、このように理解をする訳ですが、この、これから各委員会と

充分に協議をして行くと言いながら、もう具体的な数字が概算で出てきた、という事になれば青

写真も当然のようにあるだろうと。例えば今の庁舎問題の中ではエレベーターを正面の東側に付

けますよと、３階も付けますと、こう言うのが有りますがこの問題もグループ制を導入した中で

町民サービスにおける部分については多くの部分が１階に集中されている、そしてバリアーフリ

ー化されるという中では、果たして今、現時点で計画する中で本当にエレベーターが必要なのか

どうなのか、どういう状態の中からエレベーターと言うものの設計が出てきたのか。当然のよう

にエレベーターとなれば中学校に設置されている通り毎年の定期点検料、この負担金が必ず掛か

っていく訳であります。これらを踏まえた時に本当に必要性が有るのかどうなのかと言う具体的

な青写真の、全体像が出てこないとまずいんじゃないだろうか。図面が。基本的にはこの辺の捉

え方をどうしているか。また、福祉センターの増改築は２１年にしますよと、こう言われている

訳ですがその建物をどういった形で、どういった目的は出ているけれども、２階建てにするのか

３階建てにするのか。前回の課長の説明の中には防災機能を持たせた中で整理をして行きたいと、

こう言うことになれば当然のように平屋でなければならない訳です。緊急対策やそういう環境の

中では平屋でしかもバリアーフリー化されていると言うことであれば、土地は清里に沢山ある訳

ですから２階だ３階だと言うんじゃなくて、そういう広い環境の、１階の中でそういう使い易さ

というものをして行く。もう少し、その全体的な将来に亘っての本当に使い易さ、そういうもの

の提案というのがなされるべきでないかと。今、９割だから良いと言って全てのものをスタート

させる、協議します協議します、充分しますと言いますが出た時点では１段階終わりました、２

段階終わりました、補正の予算が付きました、もうその段階ではありませんと言う。その辺につ

いてどのように捉えているのか。 

 

○総務課長 

 まず１点目の維持費等についてですが、基本的には採択が確定した段階で基本設計なり実施設

計を加えて行く、そういった段階におきまして今お話のありました恒常的なランニングコストと

しての維持費、これについては充分に精査をさせて頂きたい、かように考えてございます。それ



 

- 16 -

と将来的な人口の関係ですけれども、過疎から限界集落へ、地域の中におけるそう言った人口の

衰退の中において、そう言った一つの必要性、担保されたものを背景とした中で、ご存じの通り

既に人口については４千７００を実態的には割ってございます。但し、地域機能を基本的に維持

して行くためには、やはりそれぞれ必要な施設については、将来に亘って必要なものについては

整備をして行かなくてはいけない。しない事によって益々今言ったような限界集落化して行く、

これが実態でございますので地域に住む人達が安心して安全に暮らせるための、そういった施設

についてはやはりある一定の投資を適正に行っていく、そういった事が必要ではないか、併せて

そういった施設または集客導入施設を造ることによって新たな雇用の場や雇用を維持継続する

場、こういったものも行政の責任としてしっかりと行なっていく必要がある。当然、当町におき

ましては中小零細企業が中心でございますし、色々経済環境の中においてはそういった新たな雇

用や今ある雇用でさえなかなか維持できない、こういった状況にありますので新たな種を蒔いた

りそれに水をやって育てたり、それは行政として大きな責任でありますし、また行政だけではな

く農業、商業、観光、様々な部分とやはりしっかりと今言ったような厳しい環境に中においても

地域雇用を守りながら最低限でもこういったものを保証して行く、そういった基盤つくりが我々

の使命だと考えてございますので、当然、今、加藤委員からご指摘のあった維持管理については

充分に精査をさせて頂きながらそう言った一側面もあるという事についても是非ともご理解を賜

りたいと思います。それからエレベーター云々のお話もございましたけれども、基本的な部分で

少子高齢化、特に高齢化や障がいを持った方について、公共施設としての基本的な機能としての、

これはバリアフリーであったり、そういった障がいを持った方も常に安心して役場や公共施設が

使える環境、従って町におきましても小学校のトイレの関係の改修、これについても昨年の補正

の関係、更には今回の中でも、今後においても当然やって参りたいと思いますし今後トレーニン

グセンターですとかそう言ったものについても今後の中で提案させて頂きたいと思っていますけ

れども、そう言ったものについては必要か必要でないかの論議以前に、これは法律で公共施設に

ついてはそういった措置をしなさいという形で、特に高齢化やそういった障がいを持った方のノ

ーマライゼーションという形の中において日常的に生活出来ることが、これは必然的な我々行政

が行う役割という認識でおりますので、そういった点についても是非ご理解頂きたいと思います。

併せて耐震関係についても避難所やそういった事に指定されている施設については、これについ

てもそう言ったことが最低限の必要要素になってございまして、そういった中においては、中枢

的な公共施設については最小の経費において最大の効果が出るような、そういった設備を今度と

も計画的に図って行く、これが地方自治体に義務付けられた役割でございますので、その点につ

いてもご理解を賜りたいと思います。また、福祉センター云々の中で災害云々と言うのがござい

ましたけれども、想定される災害については、今回については農山漁村活性化プロジェクトの中

で公共施設と併せてそういった機能も持たせて行きたいという形の中で今後提案をさせて頂く訳

でございますけれども、単に平屋だけでは、水害の場合ですとか地震の場合ですとか豪雪の場合

ですとか色々さまざまな災害があって、そういったものも当然想定した上において施設が設置さ

れるべきでありますので、単に平屋であれば全て災害時に対応しているんだと、そう言ったふう

に考えてございませんので、個々の施設の内容については充分にそれぞれの中間段階においても

所管の委員会等にご報告させて頂きながら、ご意見を賜りながら内容的な詰めをさせて頂きたい、

かように考えてございますのでその点も併せてご理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

 

○加藤委員 
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 水かけ論になってしまう訳ですが、今の課長の説明、私は反対している訳ではありません。だ

から、義務だ義務だと言いながら、それらはこれからの施設やそういう事を代替えする施設を建

てる時にそういうものを充分にすべきだと言っているんです。私は今回の庁舎の耐震問題や或い

はバリアフリーについては、いちゃもんを付けている訳でも何でもなく大いにこれはすべきだと。

今の現状の中で、本当に行政の仕組みの中で、清里の仕組みの中で今まで努力してきた行政改革

の中でも、住民サービスにおける部分というのは理解を広めて行っている。２階、３階にどうし

ても行かないとならない町民はどれ程居るのかという問題もあると思う。少なくとも、そのこと

よりもエレベーターの維持費を考えた時に、その分住民に対して将来に亘って廻してあげる方が

私は大切だと思う。だからエレベーターを付けないと、例えば自治体としての責任が欠けている

と言うのであれば今まで何をやっていたのかと。今回、設備に当たってそうしたいと言うこと、

もっと他にすべき事があるんじゃないか、課長が言われている今の産業を守って行くこと、これ

はものすごく大切でありますし、それらをして行くことは大いに、そういうための種を蒔く施設

や環境というのは大いにやって行くべきだと。で、それをやって行った時に種は蒔いたけど大き

なつけにならない方策も同時に考えなければいけないと思う訳であります。例えば緑清荘の宿泊

環境を大きくして５億いくら掛けてやった時に委託料の問題をどうするのか、下げる事ができる

のか、上げなくても良いのか。９０％で建てることは良いけれどその後のことをどうするんだと

言う問題もある訳です。私はむしろ今回の提案というのは、どういうものを提案するのかという

論議を問題にして頂きたかった。むしろ高齢者が、公住のストック計画がありますが例えば集合

住宅、お年寄りが１人１人で入る清楽園の今回造ったような施設、ああいう集合的な高齢者向け

の施設が清里の将来にとって、それは公住としての考え方ですがこういう施設が大切になってく

ると。孤独死や色んな問題、本当に行政がしなければならない問題がありますが、これらを精査

しながらもっと他に必要な部分が本当に無いのかどうなのか、予算をパンパン上げて大丈夫なの

か。次に行っての負の部分、確かに、種を蒔かないとならないと言って種どころか腐った種にな

ってしまったら芽も出ない訳であります。水かけ論になるかもしれませんが充分にその辺を精査

し、本当に各委員会で論議してくれると言うことであれば、今回はホームページや色んなところ

に出すと言うことでありますから、各種色んな団体と色んな形の中で早急に、明日からでも色ん

な団体、色んな地域の人達のご意見を聞く努力も私は必要だと思います。こう決まりました、こ

うなりました、時間がありません、採択されましたと、こう言うことにならないように充分に、

９割だ９割だ、国がお金を出すと言ったから、遅れたら損だと言うのは、やっぱり発想のきちん

とした部分を持って進めて欲しいと思います。 

 

○総務課長 

 今回それぞれ提案をしたり申請をしていく事業につきましては、基本的には町の総合計画更に

は自立計画の中で具体的に住民協議を得た中において方向性が定まった事業について、今回こう

いった活性化プロジェクトメニューの中に載せていく、このように我々認識してございます。個

々の具体的な内容につきましては今加藤委員からご意見を伺いましたので、充分拝聴した中にお

いて反映できるものは反映しながら今後とも協議をさせて頂きたい、かように考えてございます

のでご理解を頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 それらを理解するために、それらの施設を全部やったらどう言うような施設管理費になって行
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くのか、町財政の運営状態になって行くのか、人口を勘案し、人口が減った時に就農者の数が増

えるのであれば良いですが、それらも課長の段階の中で、それらの概算試算というものを提示し

て頂きたい。 

 

○総務課長 

 その部分ではご理解いたしました。ただ具体的な、今の段階で個々を出せと言うのは厳しいお

話でございますので、当然個々の基本設計なり実施設計の段階において、そういった形について

できる範囲のシュミレーション、当然そう言ったものについてはやって行く方向でございますの

で、その段階において提示できるものについては提示をして行きたい、かように考えております

のでご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 是非とも、この次の委員会に、具体的な施設の計画やそう言うものの形ができていくと、こう

いう形で提案される時には、将来こう言うふうにやった時には清里町全体としてこう言う環境に

なって、やはりプラスになって行きますと、町民の皆さんにもどうぞ安心して下さいと。町長が

いつも清里の財政は豊かだ豊かだと言ってますけれども、地方交付税が無くなると言うのはあり

得ないと言いながらもとんでもない状態だと思うんです。一般の環境からいけば。そういう中で

はその辺も含めた中で提示をして、是非提案をして頂きたいと思います。 

 

○総務課長 

 今の、次の委員会でございますが、これがなかなか難しい部分もございますので、個々の部分

について今後そういった申請が、地区の採択、そういった流れの中において基本計画、基本設計

または実施設計それぞれがございますので、それぞれが持った施設の性格ですとか今言ったよう

な収益性が伴うものや指定管理が伴うもの、それは個々によって違いますので、それぞれの段階

において必要に応じて、また委員会の方にそう言った適切な資料を提示させて頂きながらさせて

頂く、このように考えて行きたいと思いますので宜しくお願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 国との絡みという部分があって見えてこないという部分、随時、議会と相談をさせて頂きなが

ら、これらの分からない部分を解消して頂ければと言うふうに思ってございます。 

他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ、次に移りたいと言うふうに思います。 

 次４番目でありますが、東オホーツク広域景観形成推進協議会についてということでお願いい

たします。  

 

○総務課長 

 最後になりましたけれども東オホーツクの景観の関係でございますが、既に５月臨時会におい

て新しい組織の結成についてはご報告を申し上げたところでございますが、当町においては既に
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景観行政団体となって景観計画を昨年１０月から完全施行してございます。それに併せながら北

海道２ヶ所目の広域景観の地域として今後関係市町村と連携しながら事業を推進して行く、こう

いった段階に入ってございます。地区指定の申請、今後の具体的な取組みについて担当主査より

内容についてご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 今課長がお話したとおり、既に５月の臨時議会におきまして東オホーツクの７町、網走、美幌、

津別、斜里、小清水、大空、清里の７市町でこの東オホーツクにつきまして、景観形成を広域的

に行っていこうとで協議会を設立し、３月２６日網走市で総会を開き、協議会の規約や役員の選

出を行ってございます。ここまでにつきましては、先ほども言ってございますが５月の臨時会の

一般行政報告で報告させて頂いております。今後の具体的な今年度の取組みでございますが、北

海道景観条例に基づきまして、この東オホーツクの地域を広域景観形成地域として指定していた

だけますよう、地域指定の申し出を８月を目標に知事の方に申し出を行う予定でございます。ま

た、同じく北海道景観条例に基づきまして、知事が定めることになっております広域景観の形成

に地域の意見が反映されますよう提案書をこの地域でまとめて提出することにしてございます。

また、地域住民へのこの広域景観形成の周知、啓発を図るためフォーラムを開催する予定でござ

います。また今年度以降の取り組みとしましては、この推進地区におけるこの地域にふさわしい

景観に配慮しました建築物や工作物の高さ等の届けの基準等を検討して行くこと。それと景観保

全に関する具体的な行動計画等、その地域で策定そして実施して行く。このような取組みをこの

広域景観形成推進協議会で行うこととしてございます。以上、口頭ですけれど説明に代えさせて

いただきます。 

 

○委員長 

 総務課からは以上４件ございました。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 

 無ければ終わらせて頂きます。どうもご苦労さまでした。 

 ここで１０分間休憩をいたします。 

                               休憩  午前１０時２５分 

                               再開  午前１０時３５分 

○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、平成２１年度一般会計補正予算

（生涯教育会所管分）についてお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 平成２１年度一般会計補正予算（生涯教育会所管分）について説明させて頂きます。１１ペー

ジをお開き願います。一般会計科目、総務費、地域振興費、地域振興対策費、臨時職員雇用事業

は、江南小学校が平成２３年３月３１日を以て清里小学校へ統合することに伴う事務処理を行う

ために臨時職員１名を雇用するものでございます。雇用期間は７月から２２年３月までの９ヶ月

間で、共済費及び賃金合わせて１３３万６千円を補正もので、財源につきましては一般財源とし
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て地域活性化・経済危機対策臨時交付金を充てるものでございます。続きまして学童保育指導員

増員事業は、科目、教育費、社会教育費、生涯学習総合センター費と関連がありますので併せて

説明をさせて頂きます。小学校低学年の児童を放課後に学童保育するなかよしクラブの今年度の

保育人数は５０人で、年々大幅に増加する傾向にあります。子ども達の安全な管理体制を図るた

めに午後のみ、午後１時３０分から午後５時３０分までの４時間について指導員１名を増員する

もので、雇用期間は５月から２２年３月までの１１ヶ月間で、雇用に伴う共済費及び賃金を総務

費に６４万７千円、教育費に１２万９千円を補正するもので総務費の財源、一般財源につきまし

ては地域活性化・経済危機対策臨時交付金を充当し、５月、６月分の２ヶ月分については教育費

に補正するものでございます。以上、補正予算についての説明を終わります。宜しくご協議をお

願いいたします。 

 

○委員長 

委員の方から何かございませんでしょうか。 

参考までに、なかよしクラブの関係、今年５０人という事ですが昨年は何人でしたか。 

 

○生涯教育課長 

 昨年は年度当初、４２名の子どもさんを預かっております。また、一昨年、１９年につきまし

ては３６名でございます。以上です。 

 

○委員長 

 分かりました。 

 他にございませんでしょうか。 

 

○藤田委員 

今年の春、先生が２人しか居ないから共稼ぎで無い人の子どもは見れるとか見れないとか、話

を聞いたが。 

 

○生涯教育課長 

 学働保育に通える方は条例に基づきまして、お母さんが働いていて、学校が終わって帰ってか

ら家に居ないために一人っ子になると言うことで、就労証明書などを付けて頂いた方については

お断りすることなく全て受け入れをさせて頂きました。結果として５０人という事で、子どもが

安全に過ごせるように指導員１名、午後の部について増員させて頂いたという内容でございます。 

 

○委員長 

 入りたくても、申し込めない人が何人も居るという話を聞いたもんだから。 

 

○生涯教育課長 

 就労証明の貰えない方、働いていない方は就労証明がいただけませんので申し込みする事がで

きないと言うことだと思います。お母さんが働いている方、当然就労証明が貰える方については

ご希望があれば全員です。 
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○委員長 

 あと、他にありませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ終わらさせて頂きます。どうもご苦労さまでした。 

続きまして消防清里分署の関係でありますけれど、平成２１年度の補正についてお願いいたし

ます。 

 

○消防清里分署長 

 それでは、平成２１年度消防費に係ります補正予算の内容につきましてご説明をさせて頂きた

いと存じます。今回の補正につきましては公共施設等整備緊急事業として、消防司令車の更新整

備及び消防水利施設といたしまして消火栓の更新整備を図るための予算につきまして、今回、補

正をさせて頂くものでございます。資料に基づいて説明をさせて頂きます。１２ページをお開き

頂きたいと存じます。まず歳入でございますが、町の負担金として消防施設費負担金で６３１万

２千円を補正させて頂きます。次に歳出でございますが、消防分署施設費といたしまして、同じ

く６３１万２千円の補正をさせて頂くものでございます。分署施設費の補正の内訳でございます

が、役務費といたしまして司令車購入に係ります手数料及び自賠責保険料等所要経費８万８千円

を計上してございます。次に工事請負費でございますが、消火栓２基、ステンレス製の更新に係

ります所要経費として２４８万９千円を今回計上させて頂いております。今回更新予定の消火栓

は２基でございますが、昭和５０年、昭和５４年に設置されたもので材料は鋳鉄製品でございま

して、これを平成２年以降の消火栓、随時ステンレス製に更新してございまして、ここ３年か４

年は更新してございませんが、そう言うことで老朽化して来ているものから取り替えて行きたい

という事でございます。工事する場所は商工団地１基と緑１基という内容になってございます。

次に備品購入費でございますが、司令車の更新導入のための経費として３６９万７千円を今回予

算計上させて頂きました。現在使用しております司令車につきましては平成４年導入車というこ

とで、丸１７年経過してございます。ここ２年、３年現地廻りなどでも故障が出てきていると言

うような実態もございますし、更新をしたいなと言うことで考えてございますので今回更新をさ

せて頂きたいと存じます。今の車は日産セドリックワゴンタイプ、２，０００ＣＣクラスの車で

ございまして、今回更新させていただく司令車につきましてはエコカーで、環境対応車という事

で、４ＷＤの７人乗りで２，４００ＣＣクラスをできれば導入したいと考えてございます。本体

の他にスピーカー付きの赤色灯、サイレンアンプですとか、かなり古くなってきておりますので

併せて今回更新を図って行きたいと言うことでございます。それから車輛の全塗装がございます

ので、それらの費用を一式含めまして３６９万７千円の今回補正をさせて頂きたいという内容で

ございます。最後に公課費ですが、司令車購入に伴います重量税でございまして減税率５０％の

対象車を購入しておりますので、３万８千円今回補正をさせて頂くという内容になってございま

す。以上、簡単でございますけれども消防費補正予算の内容について説明を終わらせて頂きます

ので宜しくお願いを申し上げます。 

 

○委員長 

 ただ今消防の補正について説明があった訳でありますが、委員の方。 
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○中西委員 

 この歳入のところで、清里町負担金が５千６５２万２千円というのは。 

 

○消防分署長 

 説明不足でございましたが、上の歳入の、全体額、ここには分署費の消防施設費負担金しか載

っていないのですが、この他に常備消防費、非常備消防費、これらを含めた全体額が歳入合計１

億７千６１１万７千円。消防施設費負担金だけ上に記載してございます。 

 

○中西委員 

 清里町負担金は。 

 

○分署長 

 町の方からの負担分としてと言うことでございます。 

 

○中西委員 

 その清里町負担分、歳入合計が約１億７千６００万ですが、これは増えているんですか減って

いるんですか。１億７千６００万と言うのは３町合計ですか。 

 

○消防分署長 

 ３町合計ではなく、清里分署費関係の町の方からの負担金で、当初予算１億６千９８０万５千

円に６３１万２千円を補正させて頂きまして、分署費の分担金としては合計額が１億７千６１１

万７千円になります。その内訳として消防施設費負担金だけ記載しましたので、ちよっと紛らわ

しい作り方で申し訳ありません。 

 

○中西委員 

 今まで年々増えているのかどうか。 

 

○消防分署長 

 今年度については当初予算でもご説明申し上げましたが、今回の施設費の関係で救急車、車庫

関係で５千６００万円ほど例年に比べますと予算としては多くなってございます。 

 

○中西委員 

 司令車の金額は幾らですか。それと１７年経過で更新しますが車の処理方法は。 

 

○消防分署長 

 今の車につきましては廃車という事で、１３年以上経過した車を更新する際の補助金がござい

ますので、車自体も廃車にしないと稼働が可能な状態でございませんので。 

 

○中西委員 

 車の金額は幾らですか。 
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○消防分署長 

 車輛本体としましては２７０万円から２８０万円の車を予定しております。当然、一般乗用車

と違い現場指揮車という事で悪路などで使うものですから、ある程度の資器材も付けてそう言っ

た車を導入したいと、そう言うことでございます。 

 

○田中委員 

 消火栓２基の取り替えですが、２１０万円と言うのは我々からすると非常に高く感じますが、

特殊な工事なのか。 

 

○消防分署長 

 簡単に申し上げると資材費の高騰が大きな要因で、３年か４年前でしたら１００万円以下で出

来たような状況でございます。現在鋳鉄製の物もあるんですが耐久性などを考えてステンレス製

にすると言う面で、若干工事費が掛かると言うのも含めて１基当たり１２０万位の工事費が掛か

るという事でご理解を願いたいと思います。 

 

○委員長 

 他になければ終わらさせて頂きます。どうもご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 次３番でありますが、意見書の検討についてということでご説明お願いします。 

 

○事務局 

 記載の通りの意見書が４件持参提出されております。提出者は斜里地区連合清里支部会長名で

ございます。内容は本文の一部朗読により説明とさせていただきます。 

まず１９ページ、核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書（案）、記書き以下です。（以下朗

読）  

 次２１ぺージです。２０１０年度国家予算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制

度の堅持と負担率２分の１復元、就学援助制度充実など教育予算の確保・拡充を求める意見書

（案）、記書き以下です。（以下朗読） 

 次２３ページです。地方分権改革にあたり地域経済等に配慮を求める意見書（案）、記書以下

です。（以下朗読） 

 最後４件目です。２５ページです。地方財政の充実・強化を求める意見書（案）、記書き以下

です。（以下朗読） 

 意見書は以上４件でございます。内容協議及び議会提出者を委員長名で宜しいかをお願いいた

します。以上です。 

 

○委員長 

 意見書の関係でありますけれども４件出てございます。これらどう対応するかという部分、協

議をさせて頂きますがこの４件について提出して宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
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○委員長 

 それでは４番ですが、次回の委員会の開催についてということで。 

 

○事務局長 

 今のところ予定ございません。またご協議いたします。 

 

○委員長 

 それでは５番について、その他ですが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 

 事務局から何かございませんか。 

 

○事務局長 

 ありません。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは、以上を以て第４回総務文教常任委員会を終わらさせて頂きます。どうもご苦労さま

でした。 

（閉会 午前１０時５５分） 


