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第５回総務文教常任委員会会議録 

平成２１年７月１３日（月） 

    開 会     午後 １時３０分 

    閉 会     午前 ２時０８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役場庁舎の耐震化及びバリアフリー化について 

②その他 

１）国１次補正予算事業等に係る今後の予定について   

  ２）平成２１年度普通交付税の算定結果について  

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 
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●開会の宣告 

 

○委員長 

 第５回総務文教常任委員会の会議を始めさせて頂きます。 

 

 

○委員長 

最初でありますけれど、道内所管事務調査ということで、事務局、宜しくお願いいたします。 

 

○事務局長 

 控え室に道内所管事務調査の写真を配布させて頂きました。また、前回、７月２４日までに調

査のレポートをお願いしたいと言うことでご連絡を差し上げておりますので、併せてそちらの方、

宜しくお願いしたいと思います。それが纏まりましたら報告書の方を作成し、ご協議申し上げた

いと思います。以上でございます。 

 

○委員長 

 レポートの関係、７月２４日までと言うことで宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 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、宜しくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 総務課の方から大きな項目で２点、小項目含めて３点のご協議ご報告を申し上げたいと考えて

ございます。まず１点目の役場庁舎の耐震化及びバリアフリー化の関係でございますが、過日開

催されました議員協議会におきまして副町長から基本的な役場庁舎のバリアフリー化については

ご説明申し上げたところでございますけれども、具体的な耐震化工事、更には加えましてバリア

フリー化の関係について、今後町当局が考えている進め方、方向性、こう言ったものをご説明申

し上げご理解を賜りたいと思っております。なお、耐震化並びにバリアフリー化におきましても、

昨年度までにおきましては全て一般財源という形の中の１００％超の持ち出しで行う事業でござ

いましたけれども、今年度の国の１次補正の事業対応と言う形の中で補助対象の事業として実施

が可能になってございますし、既に何回か、先月、先々月の常任委員会の席においてもご説明し

た通り、補助裏につきましても一定の新たな交付金の対象事業、そう言うような形になってござ

います。そう言った中において特に役場庁舎につきましては災害対策本部、そう言った位置付け

がなされてございますし、そう言った意味においてしっかりとした今回の耐震化事業を行なって

いきたい。併せて多くの町民が利用される役場庁舎、この関係についてもバリアフリー化につい

て今言ったような財源的手当てを持ちながら今後とも進めて行きたい、かように考えてございま

すので全体的な事業についてご理解を賜りたいと存じます。なお、後ほどの部分で出て参ります

けれども耐震化につきましては今般の国の補正の中におきまして役場庁舎、災害対策本部として

の拠点施設としての他に多くの町民が利用する避難所についてもその対象になっている、そう言

った方向性が付けられてございますので今回、２１年度の国の１次補正につきましては役場庁舎

並びに清里トレーニングセンターの耐震化工事と併せて実施をして参りたい、かように考えてご
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ざいますので、その点についても併せてご理解を賜りたいと思います。具体的な内容につきまし

てはお手元の資料に基づき担当主幹よりご説明を申し上げたいと存じます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 それでは私のほうから、役場庁舎の耐震化及びバリアフリー化についてご説明をさせて頂きた

いと思います。まず耐震化事業でございますが、この事業につきましては昨年度耐震診断を実施

しております。その結果、国で示しております耐震改修促進法、この構造耐震判定指標値、これ

を下回っていると言うことで、今回、防災拠点の施設として耐震補強工事が必要となってきてご

ざいます。補助事業の関係でございますが、国の緊急対策によりまして防災拠点の施設として国

土交通省の住宅建築物安全ストック形成事業、補助率３分の１と言う事業で実施して参りたいと

言うふうに考えてございます。なお、補助裏につきましては同じく１次補正になっております地

域活性化・公共投資臨時交付金事業の対象として、今現在９０％程度の見込みがございます。事

業費にいたしまして約１憶円となってございます。補強工事の関係でございますがお手元の３ペ

ージ目を見て頂きたいと思います。この図面につきましては庁舎を南側の方から見た図面でござ

います。この黄色い部分が今回耐震化に向けて補強する部分でございます。外付けＰＣフレーム

工法と申しまして、プレキャストの部材の柱を既存の建物の外側に増築しながら強度を向上させ

ると言う内容でございます。基本的には南側の方と北側の一部東、階段から福祉センター側の方、

この一部を外付けＰＣフレーム工法と言うもので補強して参りたいと言うふうに考えてございま

す。 

 ２番目でございます。バリアフリー化についてでございます。これにつきましては事業目的と

いたしまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー新法、北

海道福祉のまちづくり条例等々に基づきまして、障がい者や高齢者を始めとする全ての人が日常

生活等における様々な障害が取り除かれるように、等しく社会参加と自立の生活ができる安心な

まちづくりに向けた環境整備と言う形で今回役場庁舎のバリアフリー化を実施して参りたいと言

うふうに考えてございます。補助事業でございますが先ほどと同じく１次補正によりまして国土

交通省の地域住宅交付金事業、これは補助率４５％でございます。この事業に基づきまして実施

をして参りたいと言うふうに考えてございます。なお、補助裏につきましても先ほどの耐震化と

同じように９０％近くが公共投資臨時交付金の事業見込みと言う形で今現在進んでございます。

概算事業費につきましては約５千２００万円と言う形で進んでございます。事業の内容でござい

ますが先日の委員会でもご説明した通り、役場庁舎入り口の東側、階段ホールの東側の方に併設

するような形で進めさせて頂きたいと言うふうに考えてございます。図面は４ページ目でござい

ます。これは３階部分の図面でございますが、今ご説明したとおり役場庁舎の１階正面入り口の

東側、階段ホールの横にエレベータホール若しくはエレベーターを設置して参りたいと言うふう

に考えてございます。以上で役場庁舎の耐震化及びバリアフリー化についてのご説明を終わらさ

せて頂きます。 

 

○委員長 

 ただ今、役場庁舎の耐震化及びバリアフリー化についてということでありますが、１点確認さ

せて頂きたい部分がございます。耐震の関係でトレセンの関係については改めて協議に上がって

くると理解して宜しいでしょうか。 
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○総務課長 

 これについては、内容につきまして今後の常任委員会の方に具体的な内容、事業費等併せて、

後ほど、国の大型事業の関係、総括的な精査の中で今後の取り組みについてお話申し上げますが、

概要についてはそちらの方で触れせて頂きたい、かように考えてございます。 

 

○委員長 

 それでは委員の方、何かありましたらお受けしたいと思いますが。 

 

○加藤委員 

 耐震化については当然のように必要な行為だと思いますが、バリアフリー化についても非常に

大切な事でやるべきだと思いますが、ただ、エレベーターまで本当に必要なのかどうか。当然の

ように、あればそれに越したことはないものと理解はしますが、維持費と今までに進めてきた町

の機構改革で多くの住民サービスが１階のフロアーで殆どできるという環境になった現在、３階

の各種委員会室やフロアーまで来る人のためにだけエレベーター設置をすると言う投資効果を踏

まえた時にどうなのかと言う疑問を抱いております。今までの説明の中では、多くの町民の皆さ

ん方に優しい環境づくりのために設置するんだと言うことでありますが、その割合から考えても

その部分については疑問符を持たざるを得ないという風に考えますが、その辺について。 

 

○総務課長 

 ただ今委員から頂いたご意見について、他の違った場所でも、また前回の常任委員会でもそう

言ったご意見を賜っておりますので検討して意見として受け賜っておきたいと考えております。

町の立場としては当然、議員協議会や常任委員会、更には今日の資料の中で説明したとおり基本

的には高齢者や障がいを持った方、そういった方々の障壁が全て取り去られて、どういう形の中

においても自立できる生活、環境、そう言った特に公共施設としては優先的に段階的に行ってい

くのが必要施策、このように認識してございます。そう言った中においてその対象者や更にはそ

のコスト計算、そう言った論理も当然あろうかと考えてございますが、こう言った社会、安全・

安心、そう言った中において高齢者、障がい者の方がそう言った障壁が極めて多くの部分におい

て取り除かれて円滑に差別なく生活できる環境、これは多くの法律を待たずして私ども町の障害

者計画等においてもそう言った方向性を示しているところでございますので、今言った流れの中

において全てに全ての事ができる訳ではございませんが、段階的に急を要するもの、優先度の高

いもの、こう言ったものを計画的な部分で、しかも加えまして財源的な手当、そういう姿勢が担

保できる範囲内において進めて行きたい、かように考えていますのでその点についても重ねてご

理解を賜りたい、そう言うふうに考えてございます。 

 

○加藤委員 

 考え方については分かりますが理解はしかねると言うことで、これ以上論議をする気もありま

せん。 

 

○勝又委員 

 １点だけ。今回の工事の部分だけで全てに関してバリアフリー化が行き届いたと捉えられない

と思うんです。そうなるとドアの入口関係だとか、そう言うような部分は将来的にどのように考
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えているのか。 

 

○総務課長 

 今回の事業の中で出来うる限りエレベーターを中心としたバリアフリー化と言う形の中で進め

て参りますが、当然出来うる限り、できる範囲内において段差等の解消、こう言ったものを併せ

て進めて参りたい、かように考えてございます。 

 

○勝又委員 

 エレベーターだけやりましたと言うことになれば、なかなかバリアフリー化というものに対し

て町民の理解が得られない、理解を求めるのは難しい部分になると思うんです。そう言う部分で

はそれに兼ねあった形の中で、それぞれに関して障壁を取り除くという、色んな形で、車椅子の

方がどこにでも入っていける形のもの、そう言うものは当然推し進めて行って頂きたい。そのよ

うに要望したいと思います。 

 

○総務課長 

 出来うる限り、今後、当然補正予算として経費については計上させて頂きたい、提案させて頂

きたいと考えてございますし、今後進めて行く実施設計の中においても出来うる限りそう言った

意見を取り入れた方向性、こう言ったものを具体的に進めさせて頂きたい、かように考えてござ

います。 

 

○委員長 

 そのほかにございませんでしょうか。 

無ければ次に移らさせて頂きます。②その他ですが。 

 

○総務課長 

 １点目の国の１次補正予算事業に係る今後の予定でございますが、既に前回の常任委員会にお

きましても具体的な方向性や考え方、こう言ったものを示しているところでございますが、国の

地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用事業につきましては６月定例会でその１部について補

正措置をさせて頂きました。今後、全体枠が決まってございますが前回の常任委員会でもお話申

し上げたとおり、国の方の補助事業や更には公共投資の関係、これらが若干少しずつ見えてきて

いる、その分はございますけれども外工事ですとかそう言ったものの考え方についてある程度早

い段階に施策的に展開しなければならない事業、そう言ったものもございますので、今後、臨時

会も視野に入れながら、また９月定例会、そう言った中におきましても具体的な方向性、固まっ

たものから予算提案または事前の委員会協議をかけさせて頂きたい、かように考えているところ

でございます。また、直接的な国の１次補正事業の関係につきましても、現在、大型でございま

す４ヶ年に亘る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今月中の審査、新規地区

の採択、また２１年度予算の審査が農林水産省でなされるものでございまして、７月末くらいが

一つの目途でないかと考えてございますが、そう言った新規採択の関係、２１年度の枠が出てく

る部分、そう言ったものを捉えた中において基本的な事業計画の作成とか事前の委員会への協議

・報告、こう言ったものを充分にして行きたい、このように考えてございますので一連の今後の

流れ、こう言ったものについて担当主幹より資料を以て具体的に説明させて頂きたい、かように
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考えてございます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 それでは、その他の１）国の１次補正予算事業に係る今後の予定についてご説明させて頂きま

す。今般、地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用の事業についてでありますが、当町におき

ましては交付限度額といたしまして１億９千１１７万６千円となってございます。内、６月定例

会におきまして３千７４４万２千円の補正をさせて頂いております。残りにつきましては臨時会

及び９月定例会を中心にしながら補正の提案をさせて頂きたいと言うふうに考えてございます。

主な内容でございますが、基本的には地域経済の振興と雇用対策を中心にいたしまして公共施設

等の修繕工事事業、それと２番目といたしまして学校情報通信技術の環境整備事業及び理科教育

設備整備事業、３番目といたしましては車輛更新事業、最後４番目といたしまして国の１次補正

採択事業の補助裏への対象事業、という形で進めさせて頂きたいと言うふうに考えてございます。 

２番目でございますが国の１次補正の補助事業につきましては、今、課長が言ったとおり１番目

の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、７月末ごろを目途に地区の絞り込み、

８月の中旬には採択と言う形で聞いているところでございます。その他、安全安心学校づくり交

付金事業、耐震改修事業、バリアフリー化事業等々、これにつきましてはだいたい７月の末から

８月の中くらいに内示等々が来るのかなと言うふうに考えてございます。それをもちまして９月

ごろの補正等々を睨みながら今後進めて参りたいと言うふうに考えてございます。 

 ２点目でございますが事業の基本計画案の作成と言うことで、農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金事業の平成２１年度予定をしております事業、地域資源活用交流促進施設と言うことで

福祉センター、農山漁村体験施設、緑清荘でございますがその施設関係、それと２２年度以降に

計画をしております札弦地域の活性化計画等々につきまして、基本計画等々を実施して参りたい

と言うふうに思っております。その後、各委員会の方で色々議論をさせて頂きながら基本設計、

実施設計の方に進んで参りたいと言うふうに考えてございます。補正の提案でございますが、事

業の採択、内示があったものから順次行って行きたいと考えてございます。なお、事業実施に当

たりましては次年度以降の繰越事業も想定されると言うことでご理解を頂きたい、と言うふうに

考えてございます。以上でございます。 

 

○総務課長 

 まず１点目のア）の方の、地域活性化・経済危機対策臨時交付金の関係の、現在、先週いっぱ

いが各課からの事業の補正調書の提出といった中で今週中に集約をかけて行きたいと考えてござ

いますが、教育施設におきましては清里小学校の外溝なり外廻り、経年がたって木製の建物やそ

う言ったもの修理が必要になってきている。また木製の舗装こう言ったものの傷みが非常に激し

くなってきている。危険性が、例えばグランドの方の遊具についても傷みが激しい。そう言った

ものの補修工事や社会体育、スポーツ体育で言いますと町民グランドにある古い得点板ですとか

道具を入れている小屋、そう言ったものの傷みが非常に激しい。更には清掃事業費の関係につい

ては焼却施設の耐火煉瓦等、そう言ったものの関係。排水路関係につきましては既に国営の関係

でウエンベツの関係、こう言ったものの着手が決定しておりますが支線の関係で一部事業が入ら

ない部分で緊急性を要する部分ですとか、または江南地区における排水路、こう言った法面の崩

落、一部危険性が見られるもの、そう言ったもの。更には焼酎等の汚水処理、これらが今まで適

正処理という中で進んでおりますので能力の関係。更には管理住宅の改修、取り壊し。更には通
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信機器の関係については地域イントラネットの関係。そう言ったものを想定しながら各課から上

ってきたものを、そう言ったものを精査させて頂きながら臨時会更には定例会、その段階でこう

言った事業の整理をさせて頂いて、早い段階において常任委員会でご協議を申し上げ、内容につ

いて逐次、各事業ごとに協議をさせて頂きたい、かように考えてございます。 

 続いて、イ）の国の１次補正補助事業の関係でございますが、全体的な流れにつきましては先

ほど申し上げたとおりでございますが、農山漁村活性化プロジェクト支援の関係につきましては

繰り返しになりますが事業の新規地区の採択と２１年度事業の関係、こういったものを睨みなが

ら基本的な基本計画、骨格となるものは早急に提出し並行しながら委員会の方に協議をさせて頂

きたい、かように考えてございます。また、安心安全学校づくりにつきましては特に光岳小学校

の体育館・特別教室の改修、こう言った流れになってございますので事業の手法、財政的な中身、

こう言ったものについても今のところ国の１次補正の枠の中でと言った形も文科省から来てござ

いますので、具体的な内容、更に耐震関係につきましては先ほどお話がございましたトレーニン

グセンターの関係、避難所になってございますので、その部分の具体的な手法の関係、工事費の

関係、こう言ったものを示しながら早い段階で常任委員会の方に具体的な内容、協議をさせて頂

きながら段階を踏みながら補正の提案を粛々とさせて頂く。こう言った方向性の中で進めて行き

たい、かように考えておりますので宜しくお願い申し上げたいと思います。 

 

○委員長 

 それでは、第１次補正予算事業に係る今後の予定についてということで、委員の方、質問ござ

いませんでしょうか。 

 

○田中委員 

 各学校の耐震工事、これらについては実施して行かなければならない問題と思う訳です。今の

説明の中に緑清荘と福祉センターとパパス、この計画があるようですが規模を大きくすると言う

計画なのか、それとも年数もかなり経過しているので、基本的には中の改修工事をやって行くの

か。ごろっと変える施設の規模拡大なのかどうか基本的な考え、構想があればお聞かせ下さい。 

 

○総務課長 

 具体的な中身については今後の基本計画の樹立、そして委員会での協議の中でお示しして行き

たい。このように考えておりますが現段階における大まかな考え方としましては、まず、完全に

経年がきて建て替え等が必要になって来ると認識しているものは、今回の農山漁村活性化プロジ

ェクトの関係でいきますと札弦のセンター、それから福祉センター、こう言ったものが４０年以

上経過いたしてございますので、こう言ったものの機能を維持していくためにはやはり建て替え

工事、こう言ったものが必要かと認識してございます。加えまして緑清荘に関しては、一部老朽

化してきて傷みが激しい部分での補修的事業、改修的事業、更に併せまして宿泊のキャパシティ、

能力の向上、こう言ったものを中心としながら検討させて頂きたい、このように考えてございま

す。またパパスの道の駅につきましては、そう言った集客的なものや農産品の加工、販売といっ

たような、そう言った道の駅としての機能、それと経年により老朽化した部分についての改修、

こう言ったものを並行しながらといった形になってございますので、当然、今お話申し上げた組

み合わせ、こう言ったものの方向性について基本計画を樹立する中、個々の部分について所管の

委員会の方にご協議申し上げて行きたい、こういった形で進めさせて頂きたい、かように考えて
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ございます。全てが大きくするとか小さくするとかでは無くして、そう言った適切な内容になる

ような形の方向性、基本計画の樹立、かように考えてございますのでご理解を賜りたいと思いま

す。 

 

○田中委員 

 今はまだ、ここで論議する場ではないと思う訳ですが、仮にパパスだと温泉が現在は沸かして

いると言うことで、またゲートボール場も今は有効活用されていないような状況で、その辺も含

めた中で、当然考えていると思うけれども、ボーリングはどう考えているんでしょう。 

 

○総務課長 

 昨年来、委員会の方に古い施設またはこう言った大きな、新しい公共施設施策について将来的

な管理経費、こう言ったものをどう捉えて行くのかというご意見も沢山頂いてございますし、そ

う言った中においては当然追い炊きをしながら現在使っているという様な状況。それから遊戯施

設として主に屋内遊戯場、こう言った活用の度合が非常に低くなった、そう言ったことについて

も課題として捉えてございますのでその辺についてはある一定の課題解決に向けての施策、こう

言ったものを具体的に事業の中に折り込めるような方向、こう言ったものを模索して行きたいと

考えてございます。ただ温泉についてはボーリングの関係で新しいエネルギー交換、そう言った

ものを検討させて頂きたいと思ってございますが、遊戯場等についてはかなり大きなものに、構

造的に、これはどのように活用して行くのか慎重に検討させて頂ければ大変ありがたい、このよ

うに考えてございます。どちらにしましても内部的な基本計画を作りながら、それを具体的な内

容として、素案として常任委員会の方にお示ししながらご協議申し上げて行きたい、かように考

えてございます。 

 

○田中委員 

 この事業を実施するに当たって、今、緑清荘、パパス、指定管理の制度でやっている訳であり

ますが、この事業をやることによって今以上に町からの経費が増大するような形ではうまくない

と、その辺も充分に検討して頂きたいと、このように要望しておきます。 

 

○総務課長 

 今の関係、指定管理等を含めた部分で、充分、ご意見頂いたことを頭に入れながら計画の中で

素案としてお示しできるような方向性、これを模索したいと考えておりますのでご理解賜りたい

と存じます。 

 

○委員長 

 他に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頂きます。 

 それでは、その他の２）平成２１年度普通交付税の算定結果についてということでお願いいた

します。 
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○総務課長 

 平成２１年度の地方交付税の関係でございますが、お手元の資料６ページをご覧頂きたいと思

います。先週、９日、２１年度分の算定事務がございました。ただ、速報値となってございまし

て、今後全国的な集計が終わった後、調整率等、そう言ったものが加えられてきますので、多少、

今後、秋口にかけて変動があろうかと言うふうに考えてございますが、本年度の算定の内容につ

きまして担当の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 

 それでは私のほうから、平成２１年度地方交付税算定の速報値についてご説明を申し上げます。

資料は６ページをご覧下さい。まず、今年の１月総務省から発表されました平成２１年度の地方

財政計画につきましては地方交付税では２.７％の増。これは社会保障費関係、あるいは新設され

ました地域雇用創出推進費の充実と言うことで２.７%の増が見込まれておりました。また、臨時

財政対策債につきましては８１.７%の増ということで発表されております。しからば本町におい

てはどの様になっているのかと言うのがこの表に記載のとおりでございます。まず平成２１年度、

この表の中で普通と書いてあるのが普通交付税、臨財と書かれているのが臨時財政対策債でござ

います。①の部分が平成２１年度の算定速報値でございまして、普通交付税におきましては２２

億７千６９７万９千円、平成２０年度の決算額から差し引きますと２千４２４万円の増、伸び率

が１.１％となってございます。また臨時財政対策債につきましては速報値が２億１千３５８万３

千円、差額が昨年と比較いたしまして７千５９８万３千円の増でございます。伸び率が５５.２%

となってございます。合計で２４億９千５６万２千円、昨年度と比較いたしましても合計で１億

２２万３千円の増となってございます。その表の下にございますのが平成２１年度当初予算との

比較に表でございます。普通交付税につきましては、当初予算ベースで比較いたしますと１億２

千６９７万９千円の増となってございます。また、特別交付税につきましては３月頃確定します

ので予算額１億４千万、当初予算も１億４千万を見込んでございます。また、臨時財政対策債に

つきましても平成２１年度の速報値が２億１千３５０万円、そして当初予算では２億円を見込ん

でおりましたので１千３５０万の増となってございます。平成２１年度当初予算の比較で、普通

交付税と臨時財政対策債の合計で１億４千４７万９千円の増となってございます。その下でござ

いますが対前年比の増減の要因でございます。まず基準財政需要額ベースで申し上げますと主な

減の要因が３点ございます。地域振興費で寒冷地補正、経常態様補正、密度補正・人口の減によ

りまして２千９４９万８千円の減。また、包括算定経費の人口分では単位費用の減によりまして

１千９０万７千円の減。また、公債費につきましては元利償還金が減ってございまして４千３０

３万８千円の減となってございます。増の要因といたしましては、こちらが新設されました地域

雇用創出推進費といたしまして５千８万５千円、これが皆増となってございます。基準財政需要

額は、今年が２７億６千６１４万円に対しまして前年度が２８億２千８０５万８千円、６千１９

１万８千円の減、伸び率でマイナス２.２%となってございます。基準財政収入額につきましては

今年度が４億８千９１６万１千円、平成２０年度が５億７千４０７万９千円、比較いたしまして

８千４９１万８千円の減、伸び率でマイナス１４.８%となってございます。また、先ほど申し上

げましたように、こちらはあくまでも速報値でございまして、通常年で申し上げますと８月中旬

頃に調整率を掛けて最終的に決定する予定になってございます。以上でございます。 

 

○総務課長 
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 ただ今申し上げたとおり全体としては普通交付税２２億７千６９７万９千円と言うことで、臨

財含めまして２５億弱と言う形になってございまして、平成１７年決算数値で臨財含めた数字で

約２２億円、１８年度決算で約２４億円、また１９年決算２４億２千万程度といった、臨時財政

対策債を含めると色々な制度的な変更がございましたけれども２４億円周辺になってきた。ただ

一番下の欄で基準財政収入額の関係１億弱落ちてございますが、これは特に２０年度におけます

部分の農業所得制度の変更に伴う分、更には法人税の関係で特定法人がありまして、そこが大き

く伸びてきたのがあって、それで平常に戻ったと言う形の中でその部分で９千万弱落ちています

から全体としては今年度の数字２５億円でございますけれども、臨財合わせて２５億ですとほぼ

２４億が一つの今後の目安になってくると考えてございます。今後、補正等に伴う一般財源の傾

向等含めながら今回の数字、そう言ったものを含めた全体的な財政計画の修正等を今後加えて行

きたい、かよう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 

 ただ今の、平成２１年度地方交付税の速報値でありますが何かありますか。 

 総務課全体で何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ終わらさせていただきます。 

 

○委員長 

 それでは次回の委員会の開催についてということで、事務局から。 

 

○事務局長 

 現在のところ予定している日程はございません。今後、また両委員長と協議しながら進めさせ

て頂きます。 

 

○委員長 

 それでは、その他。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 

 無ければ事務局から何かございませんか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは、以上をもちまして第５回総務文教常任委員会を閉じさせて頂きます。どうもご苦労
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さまでした。 

（閉会 午後２時０８分） 


