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第６回総務文教常任委員会会議録 

平成２１年８月５日（水） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １０時１５分 
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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２号）の概要について  

 ※総務課所管分含む 

②平成２０年度健全化判断比率（速報値）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  

３．次回委員会の開催について 

４．その他 
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○委員長 

 おはようございます。大変お忙しい早朝からお集り頂きまして、第６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、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 

 道内所管事務調査の関係につきましては、皆様方からもレポートの提出を頂きました。それら

も踏まえまして事務局で報告書の原案と言うことで作成をいたしております。後ほどご覧頂きま

して、表現等おかしい所がございましたら次回の委員会で最終的に皆さん方のレポートの後ろに

付けて報告書と言う形でまとめて行きたいと思いますので、後ほどご覧いただきまして点検を頂

ければと思います。次回の検討と言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 

 道内所管事務調査の関係につきましては、報告書、次回と言うことで今回レジメに出ている部

分を見て頂きたいと言うふうに思います。それでは２番目、町からの協議・報告事項ということ

で、総務課 2 点ございます。説明の方を宜しくお願いしたいと思いますし、委員のほう上着を脱

がせて頂いておりますので、説明する方大変だと思いますので脱いで結構ですので、どうぞ進め

て下さい。 

 

○総務課長 

 総務課から 2 点、報告・協議をさせていただきたいと思います。まず 1 点目の平成２１年度一

般会計補正予算の関係ですが、お手元の議案 2 ページをお開き頂きたいと思います。今回の補正

予算につきましては既に常任委員会で協議ご報告申し上げておりますが、国の緊急経済対策に係

る補正であり、6 月の定例会の時の第 2 段目の補正として国からの補助金及び交付金、並びに道

の助成金について内示等のあった事業について提案をさせて頂くものでございます。補正額につ

きましては、お手元の資料にありますように 3 億５千４８５万６千円。補正後の予算総額につき

ましては４７億１千３７２万９千円となってございます。全体的な財源につきましては個別補助

金と交付金に加え、本年度緊急経済対策が設けられております公共投資臨時交付金及び経済対策

臨時交付金としながら道の地域政策補助金、加えて２分の１の交付税措置がございます補正債と 

一般財源として地方交付税での調整措置をさせて頂くものでございます。なお、個別的な事業に

つきましてはそれぞれ後ほど所管の担当課より資料を以ってご説明申し上げますが、それぞれの

予算計上費においては当初予算、６月補正の関係で実施設計を加えてございますので一部におき

ましては概算額をもって計上いたしている事業もございますので、今後さらに実施設計終了段階

におきまして執行段階を含めまして全体的な調整を行って参りたい、かように考えてございます。

また、今回補正計上いたしました以外の緊急経済対策事業につきましても、順次、国より内示等

がなされる事が予想されてございますので、今後９月定例会並びにそれ以降の議会に補正の提案

を順次させて頂きたい、かように考えているところでございます。なお、国の緊急経済対策に係

る公共工事の臨時交付金の関係につきましては９月以降の一括修正事務となることから、先に予
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定されている衆議院選挙の結果による国の補正予算の執行動向、こう言ったものを注意深く見守

りつつ必要に応じ再度全体的な財源調整、更には繰越措置を含めた総体的な事業執行調整、こう

言ったものを並行しながら進めて参りたい、かように考えており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。それでは、補正予算の全体概要と総務課所管の補正の事業の内容につ

きまして担当主査並びに主幹よりご説明申し上げたいと思いますので宜しくお願い申し上げま

す。 

 

○企画財政Ｇ主査          

 それでは私のほうから、今回の補正予算概要の全体の部分をご説明したいと思います。資料の

２ページをご覧下さい。こちらに２号補正予算の款ごとの補正額を計上してございます。まず歳

出の方からご説明申し上げます。総務費につきましては表の右側にございます役場総合庁舎耐震

補強事業に１億３千２０万円。こちらは国の補助事業でございまして補助率が３分の１となって

ございます。また、役場庁舎バリアフリー改修事業に６千万円。こちらは補助率が４５％となっ

てございます。また、地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業に５千２６９万７千円を計上す

るものでございます。総務費の現計予算額が１２億４千１０９万６千円に対しまして今回補正額

が２億４千２８９万７千円、補正後の予算額が１４億８千３９９万３千円となってございます。

続きまして衛生費でございますが、こちらは子育て支援の一環として行われます女性特有のガン

検診推進事業、補助率が１０分の１０以内でございまして事業費が１０９万円でございます。現

計予算額５億７千１３０万円に対しまして補正額が１０９万円、補正後の予算額が５億７千２３

９万円となってございます。続きまして教育費でございます。理科教材整備事業、小学校分でこ

ちら補助率が２分の１以内でございますが、こちらが３５４万円。学校情報通信技術環境（ＩＣ

Ｔ）整備事業、小学校分といたしまして２千７２７万２千円。こちらは補助率が３分の２以内と

なってございます。安全・安心な学校づくり交付金事業、補助率が３分の２以内でございまして

事業費が８９万３千円。備品購入事業の小学校分で年額２６１万４千円とございますのは、こち

らは当初で計上しておりました備品、パソコン等の購入が今回補助事業で導入すると言うことな

ので減額をさせて頂くものでございます。また、理科教材整備事業の中学校分といたしまして１

２０万円。学校情報通信技術環境（ＩＣＴ）整備事業の中学校分が９２３万３千円。備品購入事

業の中学校分の１３５万円の減額につきましては、小学校と同様に補助事業に乗り換えることに

よります当初計上分のパソコン等の備品を減額補正をさせていただくものでございます。続きま

して体育教材整備事業２６２万５千円、こちらは単費で行う剣道部の用具の購入部分でございま

す。また、清里トレーニングセンター耐震補強整備事業３千５７万円につきましては補助率３分

の１以内の補助事業でございます。清里トレーニングセンター改修事業３千９５０万円。こちら

は地域政策総合補助金を利用して事業を実施するものでございます。教育費の現計予算額が２億

９千７９５万４千円に対しまして補正額が１億１千８６万９千円、補正後の予算額が４億８８２

万３千円でございます。歳出の合計の現計予算額４３億５千８８７万３千円に対しまして補正額

の合計が３億５千４８５万６千円、補正後の予算額が４７億１千３７２万９千円となってござい

ます。教育費の詳細につきましては、後ほど生涯教育課の方からご説明がございます。続きまし

て歳入の方のご説明をいたします。まず、特定財源でございます国庫支出金の方からご説明いた

します。住宅・建築物耐震改修事業補助金に４千２６５万１千円。これは役場庁舎と清里トレー

ニングセンターの耐震事業分の補助金でございます。既存ストック再生型優良建築物等整備事業

交付金２千３４９万２千円につきましては、役場庁舎のバリアフリーの分の交付金となってござ
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います。地域活性化・経済危機対策臨時交付金５千８１７万２千円。こちらにつきましては６月

補正で３千７４４万２千円を補正させて頂いておりまして、清里の限度額が１億９千１７万６千

円となってございます。今回補正後で９千５６１万４千円になりますので、まだ９千５５６万２

千円限度額が残っているという状況でございます。また、地域活性化・公共投資臨時交付金１億

３千７７６万４千円。こちらにつきましては役場庁舎の耐震事業、また、役場庁舎のバリアフリ

ー事業、安全・安心な学校づくり事業、トレセンの耐震の事業の補助残に対しまして交付金を充

当する予定で計上させて頂いてございます。また、女性特有のガン検診推進事業補助金に８５万

３千円。理科教材整備事業補助金、こちらは小学校と中学校と合わせまして２３７万円。また学

校ＩＣＴ環境整備事業補助金、こちら２千４３３万６千円も小学校と中学校の分を合わせてござ

います。安心・安全な学校づくり交付金５９万５千円は小学校の部分でございます。続きまして

道支出金１千４００万円、こちらにつきましては地域政策総合補助金のトレセンの改修に充当す

る分でございます。また諸収入の８０万円、雑入でみてございますが、これは今回経済危機対策

で購入を予定しております塵芥収集車の環境適合車への乗り換えの分を特定財源として８０万円

を計上してございます。また、町債の役場総合庁舎耐震補強事業債１千０９０万円、また清里ト

レーニングセンター耐震補強事業債に２５０万円。こちらはいずれも補正予算債を計上してござ

ます。そして全体の調整といたしまして地方交付税を今回３千６４２万３千円を補正計上させて

いただきたいと存じます。歳入の現計予算額４３億５千８８７万３千円に対しまして補正額が３

億５千４８５万６千円、補正後の予算総額が４７億１千３７２万９千円となってございます。続

きまして資料の３ページをご覧頂きたいと存じます。こちらには２号補正予算の主だった事業、

６事業を掲載してございます。２款総務費、２項総務管理費、１５目総合庁舎管理費、役場総合

庁舎耐震補強事業につきましては、防災拠点施設として国の経済危機対策に基づく住宅建築物安

全ストック形成事業により役場総合庁舎の耐震補強工事を実施するものでございます。工事の方

法と致しましてＰＣ外付けフレーム耐震補強工法を導入したいと考えてございます。補正額につ

きましては１億３千２０万円でございまして、財源の内訳の国庫支出金、こちらが大本のストッ

ク形成事業の３分の１がございまして３千４０６万７千円をストック形成事業の補助金、そして

残りの８千５１１万９千円に公共投資の臨時交付金を充当してございます。国庫支出金の合計額

が１億１千９２６万６千円でございます。町債の１千９０万円につきましては先ほど申し上げま

した補正予算債でございます。残り３万４千円が一般財源でございます。続きまして役場総合庁

舎バリアフリー改修事業でございますが、バリアフリー新法、北海道福祉のまちづくり条例及び

清里町障害者・障害福祉計画等に基づき、国の経済危機対策事業による地域住宅交付金事業を活

用し、役場総合庁舎のバリアフリー化工事を実施するものでございます。工事内容といたしまし

てエレベーターの設置を１基、ユニバーサルトイレ整備他付帯工事と言うことでございます。補

正額が６千万円でございまして、こちらも補助事業が４５％以内ということで大本の補助事業、

こちらで２千３４９万２千円、そして残りの３千２８５万７千円が公共投資臨時交付金を充てて

ございます。国庫支出金の合計額が記載のとおり５千６３４万９千円でございまして、こちらに

つきましては３６５万１千円が一般財源となってございます。続きまして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でございます。こちらにつきまして

は６月にも補正させて頂いております。国が交付する臨時交付金により安全・安心の実現及び施

設の長寿命化等に資する公共施設等整備緊急事業を総合的に実施するものでございます。公共施

設等修繕事業、改修事業、備品整備事業、これら緊急事業に５千２６９万７千円を補正計上する

ものでございます。国庫支出金に４千７２２万円、そしてその他の８０万円は、先ほどご説明い
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たしました環境適合車への乗り換えに伴う特定財源、雑入で８０万円を計上してございます。残

りの４６７万７千円が一般財源となってございます。９款教育費、２項小学校費、３項中学校費、

２目教育振興費、学校情報通信技術環境（ＩＣＴ）整備事業、こちらにつきましてはテレビ放送

の完全デジタル化並びに学校教育用パソコン、校内 LAN 整備などの情報通信技術環境の整備を、

国の経済危機対策事業の一環であるスクール・ニューディール事業により実施するものでござい

ます。小学校の事業内容がテレビが２９台、パーソナルコンピューター２８台、電子黒板５台、

事業費が２千７２７万２千円となってございます。また、中学校で計上する分でございますがテ

レビが７台、パーソナルコンピューター２２台、電子黒板１台、事業費が９２３万３千円となっ

てございます。合計の補正額が３千６５０万５千円でございます。そしてこのスクール・ニュー

ディール事業の補助金が３分の２以内と言うことで２千４３３万６千円、そして経済危機対策の

起債事業と言うことで１千９５万２千円を経済危機対策の臨時交付金を充当してございます。国

庫支出金の合計が３千５２８万８千円でございまして、残り１２１万７千円が一般財源となって

ございます。続きまして５項保健体育費、２目清里トレーニングセンター費、清里トレーニング

センター耐震補強事業。こちらにつきましては地域防災計画における避難所施設となる清里トレ

ーニングセンターについて、国の経済危機対策に基づく住宅建築物安全ストック形成事業により

耐震補強工事を実施するものでございます。工法につきましては鉄骨ブレース耐震補強工法でご

ざいます。補正額が３千５７万円でございまして、耐震の補助金が３分の１以内と言うことで８

５８万４千円、そして残りの１千９４４万円を公共投資臨時交付金を充当してございます。国庫

支出金の合計額が２千８０２万４千円でございます。また、こちらは補正債の事業といたしまし

て２５０万円を補正債を充当してございます。残り４万６千円は一般財源でございます。続きま

して清里トレーニングセンター改修事業、こちらは昭和５５年に建築され２９年が経過した施設

の長期使用を図るため、耐震工事に併せ北海道の地域政策補助事業の導入により改修事業を行う

ものでございます。屋根と外壁塗装、トイレ改修、玄関、ホール改修他付帯事業と言うことで事

業費が３千９５０万円でございます。道支出金の１千４００万円につきましては北海道の地域政

策補助金でございます。残り２千５５０万円が一般財源となってございます。なお、先ほど申し

上げましたとおり教育費の部分につきましては、後ほど生涯教育課から説明がございます。また、

総務課所管の補正の概要につきましては澤本主幹より説明になります。以上でございます。 

 

○企画財政 G 主幹 

 それでは私の方から総合庁舎管理費及び地域振興対策費についてご説明をさせて預きます。総

合庁舎管理費につきましては５ページの図面をご覧になって頂きたいと思います。耐震補強事業

及び役場庁舎バリアフリー改修事業につきましては、まず１点目といたしまして耐震補強事業に

ついてでございます。耐力、機能、外形的意匠など総合的に判断しまして南側と北側の一部にお

きまして１階から３階までＰＣ外付けフレーム工法により補強工事を実施するものでございま

す。また庁舎内部におきましても、一部、内部壁の補強工事を実施するものでございます。続き

ましてバリアフリー改修事業につきましては、正面玄関の横の階段ホールを東側におきまして１

階から３階までエレベーターを設置するものでございます。また、１階西側職員玄関横にござい

ますロッカー室の一部を活用いたしましてユニバーサルトイレを整備し、高齢者や障がい者への

利用の利便性を図る為に施設の整備を実施するものでございます。続きまして地域活性化経済危

機対策臨時交付金についてご説明をさせていただきます。４ページ目をご覧になっていただきた

いと思います。今回の補正事業につきましては施設の長寿命化を図る為に公共施設の修繕、改修
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事業を実施するものでございます。上段より順次ご説明をさせていただきます。まず公共施設等

修繕事業につきましては、１点目といたしまして清掃センター誘引送風機バイパスダンパ修繕、

２点目といたしまして清掃センター給じん駆動装置３台を交換いたします清掃センター給じん駆

動装置修繕、３点目が葬斎場の火葬炉の誘引送風機用のインバーターを２基取り替えを行います

葬斎場火葬炉送風機修繕、４点目といたしまして生涯学習センター、トレーニングセンター、保

健福祉センターの３施設の非常用発電機修繕と起動用蓄電池の交換を実施いたします公共施設非

常用発電機修繕、５点目といたしまして清里小学校グラウンド及び憩いの広場に整備されており

ます物置、トイレ等の屋根・外壁の塗装及び木製遊具、ベンチ等の塗装を実施するものでござい

ます。以上５事業で１千２１万円を計上いたしております。続きまして公共施設等改修事業につ

きましては、まず１点目といたしまして清掃センター焼却炉耐火煉瓦の張り替えを行います清掃

センター焼却炉耐火物張替事業、２点目といたしまして、同じく清掃センター煙突内部の清掃点

検の実施をいたします清掃センター煙突清掃点検事業。３点目といたしまして、同じく清掃セン

ターの受電施設の改修と高圧ケーブルの交換を行います清掃センター受電設備改修事業でござい

ます。４点目といたしまして、焼酎工場蒸留廃液槽改修工事つきましては既存の蒸留廃液槽が経

年劣化によりまして老朽化が著しいため、４０トンの蒸留廃液槽を新たに新設するものでござい

ます。５点目の排水路改修事業につきましては３線道路の横断暗渠工の１ヶ所、そして江南の排

水路の法面保護等を実施するものでございます。６点目でございます。町民グラウンド付属倉庫

等改修事業につきましては、町民グラウンドの西側に設置してあります木製の物置等の老朽化が

著しいため物置を改築するものでございます。以上、公共施設等改修事業におきましては６事業

で２千８７８万１千円を計上してございます。続きまして公共施設等備品整備事業につきまして

は、購入から１３年経過しております４トンパッカー車を更新するものでありまして１千３７０

万６千円を計上しております。以上、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用しました公共

施設等整備緊急事業といたしまして、合計が１２事業で５千２６９万７千円を計上してございま

す。以上でございます。 

 

○委員長 

 それでは２１年度の一般会計補正予算の概要ということで説明がございました。委員の方、何

かございませんでしょうか。 

 

○委員長 

 ございませんか。 

 

○加藤委員 

 このバリアフリー化の６千万円のエレベーター、トイレ関係の内訳。或いはこれに伴う議事堂

関係の部分の経費はどういう割合なのか。 

 

○総務課長 

 現在最終設計等進めてございますので、今後、多少、最終的な数字が確定した段階においては

動きがあると思いますが、現段階において、担当主幹より数字的な部分について申し上げます。 

 

○企画財政 G 主幹 
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 今、課長の方からお話がありましたとおり、今の現在の段階における金額等についてご説明を

させていただきたいと思います。直接工事費の関係でご説明いたしますが、エレベーター改修事

業に関します事業費にいたしまして約３千８４０万円でございます。それとトイレ改修等につき

ましては約３００万。その他４００万ほどで議場の傍聴席のスロープ等々の改修と言うふうに考

えてございます。そして、今の直接工事に経費等々を加えまして総体で６千万円と言う金額でご

ざいます。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 階段を緩やかにするという計画は一切無いって言う事なんですね。 

 

○総務課長 

 現在、全体的な詳細設計を進めてございまして、出来る限り経費等の節減を図りながら併せて

今言ったようなバリアフリー化、出来る範疇というのを見定めてやって行きたい。この様に思っ

ておりますので、前回の委員会等の中で最小限の経費で最大限の効果を上げるような形、そうい

った実態的な対応を念頭に置きながら今後事業を進めさせていただきたい、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。 

 

○加藤委員 

 基本的にこのエレベーター問題については一貫して反対ですので、細部についての論戦はここ

ではやめたいと思います。本会議の中でと言うふうに思っておりますが。もう１点なんですが、

お伺いというか考え方がどうなのかなっていう事で、公共施設等の修繕事業の中に非常用発電機

の修繕とあるわけですが、今、町も普通一般住宅に対してソーラーの助成を始める、国の補助の

中、こう言うスタンスが来たわけですが、こういう環境の中ではエコも非常に大きなウエイトを

占めている部分であるのではないかと思う。こういう環境の中ではこれら計画されている部分に

おいて、どれかの施設に、或いは庁舎、或いは今後予定されているであろう福祉センター、どう

いう形の施設になるのか分かりませんが、そういう災害本部に関してはこのソーラーの部分とい

うのはどう言うふうに捉えているのか。一般町民住宅に奨励をしているわけですが、先頭に立っ

て町としてどの様に考えているのかお伺いしたい。 

 

○総務課長 

 まず１点目の非常用発電の関係ですが、電気保安協会がございまして、その中で経年劣化の中

で取り換える必要があるもの、特に大きな施設、さらには老人保健施設等のそう言った高齢者対

応、不特定多数の公共施設、そう言ったものについて今回緊急経済対策の中で進めさせて預きた

いと考えております。２点目のソーラーの関係でございますが、ご質問があったとおり一般住宅

に対する、町民に対する補助制度、そう言ったものを６月補正の中で可決を頂きながら現在進め

ているところでございますが、併せて並行しながら公共施設についても色々なことが勘案されて

いる中で新たな大型事業、全体的な調整を図って参りたいと考えてございます。特にイニシャル

コストとランニングコストの関係から言いますと、特に今の段階においては蓄電等の関係と売電

の関係が有るわけですけれども、実質的にはランニングコストを消化するまでのイニシャルコス

トとのバランスが取れない、何回か勉強会なり経済産業省等の資料、さらには具体的な施行して

いる公共施設、民間施設の情報、こう言ったものを検討させて頂いてございますが、可能な限り
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そう言ったバランスの取れるものについては導入を図ることも含めて今後の中で検討させて頂

く。こう言った方向で進めさせて頂きたい、かように考えているところでございます。 

 

○加藤委員 

 コストの問題なんですが、明年度から売電の単価って言うのが倍額になるっていう。そういう

形の中で町も一般住宅の助成っていうか、推進を図っている。コストだけでなく、逆を言うと行

政としてこのエコの部分に関しては積極的な働きかけをする訳ですから、自らもその部分という

のは必要だと考えると同時に、災害対策っていう施設等については、むしろそう言うものの中で

非常用のこの発電機って言う問題もありますが、積極的にそれらの部分に変換出来るものについ

ては変換する、全てとは言わないけれども一つでもそう言った環境っていうのが必要な気がする。 

 

○総務課長 

 今ご指摘があった関係充分に検討させて頂きたい、かように考えさせてございます。基本的に

災害対策については蓄電という発電機を主体とした形の中で、今、当然、国の方からの方針もご

ざいますし、太陽光等もそのまま直接的に災害対策となると、非常にそう言った天候の不順によ

ってバッテリー等に蓄電出来ないという状況もございますので、それについては発電機等で行う。    

そして補完的な部分として太陽光等含めたニューエネルギー、そう言った事や前前回の委員会の

中でもご指摘のあったとおり花と緑ですとか環境に密着したまちづくりの方向を当町とってござ

いますので、そう言った意味において新しい CO２の削減ですとか、そう言った部分も含めた全体

的なバランスという中において今後とも充分に検討をさせて頂きたい、かように考えております

のでご理解賜りたいと存じます。 

 

○委員長 

 宜しいですか。他の方。 

 

○勝又委員 

 １点ございます。バリアフリー化の関係なんですけど、１階にユニバーサルトイレとエレベー

ターを設置すると。あと、それぞれの階の出入り口だとかそう言うものについて、実際に車椅子

とかで移動してみて不便さとかを実証された部分があるのか。 

 

○総務課長 

 現段階におきましては、当然、１番の課題になっているのが階段の段差、それから古い４８年

建築の庁舎でございますので途中で何回か若返り工事をやってございますけれども、幅ですとか

廊下から入ってい段階において、ＩＣの関係でやっておりますので下に線をはわしてございまし

て、検証を行いまして今回においても全てと言う形にはなかなか難しい部分が、構造的に難しい

部分がございますが、出来る限りそう言った配慮を施した中で最終的な事業の執行をさせて頂き

たい、かように考えてございますのでご理解賜りたいと存じます。今の段階におきましては、ユ

ニバーサルトイレについては３階のほうについては設置してありますが、委員会でのご指摘やご

意見等々を踏まえながら整備させて頂きたい、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。 
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○勝又委員 

 そう言うことなんですけれども。要望として。それから、ここまでやるのであれば、きちんと、

障がい者の方が利用された時に障がい者の方が使いずらいぞと言う部分も改修するような形、た

だ単にエレベーターだけを付けましたという様な感じに捉えられてしまうと経費の無駄遣いじゃ

ないかと言うふうに捉えられますので、その様な部分を整備して行ってもらいたいと思います。 

 

○総務課長 

 充分、委員のご意見を踏まえながら今後執行して参りたいとかように考えてございます。 

 

○委員長 

 他の方ございませんでしょうか。 

 

○委員長 

 なければ次の②番でありますけれども、平成２０年度健全化判断比率についてと言うことでお

願いします。 

 

○総務課長 

 それでは 2 番目の平成２０年度の健全化判断比率、速報値についてご説明させて頂きたいと思

います。本件につきましては昨年度から前倒しの関係で公表それから議会への報告、そう言った

ものを法律に基づきさせて頂き正式には今月実施されます監査委員における監査、そう言った監

査の意見を付して議会の方に提出させて頂く、こう言った形になってございますが現段階、事務

的な部分の速報値が出てございますので、担当の主査よりご報告を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平成２０年度健全化判断比率の速報値についてご説明をいたします。資料

につきましては６ページをご覧下さい。平成１９年度より、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項の規定に基づき監査委員さんの審査に付することが必要となりました健全化

判断比率の速報値につきまして数値が纏まったものでございます。まず聞きなれない財政用語が

ございますので、まずそちらの方からご説明をしたいと思います。まず、実質赤字比率とござい

ますが、これは一般会計等の実質の赤字額、これをこの表の右下にございます標準財政規模、こ

れが町税、地方譲与税、地方交付税、通常一般財源と呼ばれております標準の規模でございます。

この数値で割ったものが実質赤字でございます。また、連結実質赤字比率というのが一般会計か

ら特別会計までの全ての会計の赤字額、これを同じように標準財政規模で割ったものが連結実質

赤字比率でございます。また、実質公債費比率と言う数値がございますが、これは簡単に申しま

すと借金返済額の割合の３ヶ年の平均でございます。数値が少なければ少ないほど良い数値とな

ろうかと思います。また将来負担比率、こちらにつきましては将来の借金負担の重さを表す比率

でございます。この表の上の段にございますように、こちらが本町の２０年度の数値となってご

ざいます。実質赤字比率につきましては赤字ではございませんので数値が入ってございません。

また、連結赤字比率についても特別会計まで含めて赤字はございませんので比率はございません。

実質公債比率ですが２０年度は１４.４%、そして将来負担比率が９３.9%となってございます。

この数値のうち早期健全化基準、いわゆる黄色信号と呼ばれておりますのが実質公債費比率では
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２５％を超えると黄色信号。そして３５％を超えると財政再生基準と言うことで赤信号になりま

す。また、将来負担比率につきましては３５０％を超えると黄色信号の早期健全化基準になりま

す。この表の一番下の方に平成１９年度と平成２０年度の数値の比較を記載してございます。本

町の実質公債費比率につきましては平成１９年度の１２.７より１.７ポイント上昇しまして１４.

４％。また、将来負担比率につきましては１９年度が１２８.８ポイントから３４.９ポイント減少

しておりまして、平成２０年度は９３.９となってございます。なお、将来負担比率が大きく下が

っている要因といたしましては、平成２０年度には畑総の償還がございました。この償還が終っ

た事によります負担が軽減されたからと言う数値になってございます。いずれにいたしましても、

今のこちらの数値につきましてはこれから監査委員に付したあと、議会へ９月に報告をする予定

でございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今の２０年度健全化判断比率について何かございませんか。 

 

○委員長 

 無ければ総務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 

 それでは総務の関係を終わらせて頂きます。 

 

○委員長 

 それでは町からの協議・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と

言うことで説明お願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 議案に基づきまして、平成２１年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について協議をさ

せていただきます。議案書の７ページから１０ページが生涯教育課所管分となっております。最

初に今回補正提案いたします概要について説明をいたします。今回の補正総額は約１億１千８０

０万円で、主な事業は３点ございます。１点目は地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業を活

用して実施する公共施設等の修繕改修事業です。２点目は文部科学省が示したスクール・ニュー

ディール構想に基づき実施するテレビ、パソコン等の導入です。３点目は清里トレーニングセン

ターの耐震補強、改修に伴う事業です。それでは補正の詳細につきまして、担当よりご説明申し

上げますので宜しくご協議お願い申し上げます。 

 

○学校教育 G 主幹 

 私の方からご説明いたします。まず、総務課の方から概略のご説明があったと思いますが、教

育委員会の所管の施設に係る地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業についてご説明いたしま

す。まず１点目は公共施設等修繕事業でございます。中身といたしまして公共施設の非常用発電

機修繕でございます。生涯学習センターの非常用発電機の修理、トレーニングセンターの非常用

発電機蓄電池交換と言うことで１４８万５千円。それと清里小学校の付属外構物の建物、物置等
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がございますがグラウンドの物置の屋根・外壁の塗装、ベンチの塗装、憩いの広場のトイレの屋

根の塗装、あずまやの屋根の塗装、学校敷地内の外灯の塗装、遊具の塗装等でございます。この

費用が１１４万８千円。公共施設の改修事業といたしまして、町民グラウンドの木製倉庫の取り

壊しをいたしまして建て替えの修繕で１０７万１千円。合わせまして３０７万４千円を補正する

ものでございます。国庫支出金につきましては地域活性化・経済危機対策臨時交付金を予定して

おります。次に教育費で補正する部分でございます。スクール・ニューディール政策、国の経済

対策に係る事業を補正して行くものでございます。まず理科教材の整備事業でございますが、新

学習要領に基づく理科教材の整備と言うメニューでございます。小学校、中学校それぞれ備品を

購入して行くわけですが、小学校における栽培ハウス８４万円、小学校の理科教材、ビーカーと

顕微鏡とそれぞれ７４品目ございますが、それで２７０万円。中学校が同じく備品教材がござい

ますが、１２０万円。これで４７４万円の補正をするものです。この事業につきましては国の理

科教育設備費等補助金を活用する事となります。２分の１の補助の対象となっております。次に

スクール・ニューディール政策の中で目玉になっております学校情報通信技術環境整備、俗に学

校ＩＣＴ事業という形になっておりますが、テレビ放送の完全デジタル化が２０１１年７月の２

４日にアナログ放送が完全に停止になりますが、それに伴うテレビの更新と教育用パソコン、既

に学校には導入しておりますが、古い機種がございまして、これの交換をするものでございます。

また、学校ＬＡＮと言うことで、整備事業と言うことでこの３点が目玉になっておりますが、現

在のサーバー等で校内ＬＡＮを組んでおります。また役場とも通信設備をされておりまして、校

内のサーバーも一緒に更新して行く形になっております。このサーバーにつきましては地域イン

トラの時に導入しいるわけですが、容量等も不足しがちでありますので、今回学校の分のサーバ

ーについて更新したいという事でございます。主な備品の台数ですが小学校におきましてはテレ

ビ２９台、パソコン２８台、電子黒板５台。この電子黒板と言うのは俗に、テレビの放送ではよ

く目にするんですが、気象放送の時に良く見るんですが、天気予報の時に予報士がタッチパネル

で示していますがそれの電子黒板と言うことでテレビと一体型になっているもので、それが小学

校５台。中学校につきましてはテレビが７台、パソコンが２２台、電子黒板が１台となっており

ます。総額にいたしますと３千６５０万５千円。国庫支出金につきましては学校情報通信技術環

境整備事業費補助金と言うことで３分の２の補助がございます。また、この事業につきましては

臨時交付金の対象になっておりまして３分の１の１千９５万２千円を予定いたしております。次

に９ページをお開き頂きたいと思います。これは先ほどご説明いたしました学校情報通信技術環

境整備事業に係る各学校ごとの台数を記載しております。コンピューター、地上デジタルテレビ、

電子黒板、周辺機器と言う形でそれぞれ記載をさせて頂いてございます。各学校の学級数と特別

教室等の数が違いますのでそれぞれの内訳、必要台数を記載させて頂いております。清里小など

で空き教室がございますが、空き教室にはテレビは設置しませんので必要台数という形で記載さ

せて頂いております。合計した欄が先ほど言った台数になります。お戻りいただいて８ページを

ご覧下さい。先ほどご説明いたしましたテレビの分の工事にまつわる部分がございます。これは

アンテナ工事の分でございますが、この事業につきましては安心・安全な学校づくりの交付金事

業となります。と言うことでアンテナ工事の部分を８９万３千円。必要じゃない学校もございま

す。中学校のように新しい学校はアンテナの更新を必要としていないところもございますが、こ

れにまつわる工事費で８９万３千円でございます。これは安心・安全な学校づくり交付金が３分

の２の適用がございます。後の残りは地域活性化、公共投資臨時交付金の対象となっておりまし

て３分の１ということで、一般財源が３万円となってございます。また、中学校費で予算を組ん



 

- 12 -

でおります体育教材の整備事業でございますが、平成２４年から本格実施になるわけであります

が、学習要領の中で中学校において武道を導入する形になっております。清里中学校におきまし

ては剣道を実施したいと言うことになってございます。それに係る剣道用具と保管棚の購入でご

ざいます。それを生徒用４０名分、指導者用１名分という形で２６２万５千円を計上させて頂い

ております。財源の関係ですが交付税対象と言うことになっていまして、金額ははっきりしてい

ませんが交付税の対象となるという事でございます。保健体育総務費につきましては本松総括主

査の方からご説明いたします。 

 

○社会教育 G 総括主査 

 それでは私の方から、清里トレーニングセンター耐震補強事業について説明をさせて頂きたい

と思います。清里トレーニングセンター耐震改修工事、まず耐震分についてでありますが、昨年

８月の耐震診断により、耐震不足の判断の結果今回国の経済対策に基づく補助事業、先ほど財政

の方からも説明がありましたが住宅建物ストック形成事業を一部財源としながら、鉄骨プレート

工法により耐震補強工事を実施するものでございます。工事費につきましては工事請負費といた

しまして３千万円、事務費として５７万円を予算計上するものでございます。なお補強部分につ

きましては別紙図面１０ページになろうかと思いますが、１０ページをご参照いただきたいと言

うふうに思います。今回の耐震補強につきまして、１階の部分の壁につきましては耐震性の基準

を満たしており、２階の部分の壁、更に天井を補強するものでございます。壁の補強についてで

ありますが図面のとおり、濃い横線で書かれているものが耐震補強をする部分でございます。１

２箇所のブレスを設置いたします。なお、４箇所につきましては既存の物と取り替えになります。

壁面のブレス数でございますけども全部で１８箇所と言う形になります。次に天井部分ですが、

図面には掲載されておりませんけども４４箇所追加設置をすると言うこととしております。天井

部分につきましては全部で１２２箇所ブレスを設置するような形になっています。これらのブレ

スの設置によりまして耐震の基準を満たして安全な施設の利用ができると言う様なことになりま

す。次に改修工事であります。前段の耐震工事に併せて施設の長寿命化と施設床面のフラット化

を図るため、屋根・外壁等の塗装、トイレ等の改修を行うものでございます。工事費につきまし

ては３千９５０万円を計上するものであり、内、１千４００万円は道の地域政策総合補助金が充

当される見込みでございます。それでは再度図面をご覧頂きながら説明をさせて頂きたいと思い

ます。図面の方は非常に小さくて見づらくなってございます。ご了承頂きたいと思います。まず

保育室、アリーナと言うふうに真ん中に書いてありますが、アリーナの右横前方上であります。

保育室につきましては老朽化したカーペットの張り替えをいたします。保育室の下、女子トイレ

の前に給湯室がございます。給湯室につきましても老朽化してございます。段差の解消、流し台

の取り替えを予定しております。女子トイレでございますけれども、現在和式が５つ、簡易洋式

が１つございます。これを和式を１つ、洋式を４つ、体の不自由な方でも使える多目的トイレを

設置いたします。また、床でありますとか壁、天井、シンク、電気器具等々を取り替えし廊下部

分とのフラット化を図って参ります。男子トイレにつきましては現在小便器が６、和式の大便器

が１、簡易の洋式大便器が一つあるわけでありますけども、小便器を５、洋式を１、多目的トイ

レを一つ設置をさせて頂きます。女子トイレと同様、床、壁、天井、シンク、電気器具等々の取

替えをして廊下部分とのフラット化を図って参ります。また、男子トイレの前にありました給湯

室は一部壁を取り壊しまして水飲み場として作り替えをさせて頂きたいと思います。この水飲み

場につきましても廊下面に合わせてフラット化を図って参りたいと思っております。続きまして
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ホール、ロビーの床でありますけども、老朽化しております床の面を張り替えて行きたいと思い

ます。さらにロビー、事務室の天井を張り替えて行きたいと思います。さらに玄関、風除室、入

り口等の床面を張り替え、また外の入り口部分の段差を無くして行きたいと思っております。最

後になりますが、壁面の全面塗り替え、アリーナ部分の屋根の塗り替えを行って参りたいと考え

ております。これらの改修によりまして、更に建物の長寿命化を図ると共に、お年寄りや体の不

自由な方でも体育施設を利用出来るような扱いやすい体育施設を目指して行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。 

 

○委員長 

 それでは一般会計補正予算の説明を受けたわけでありますけれども、委員の方で何かございま

せんでしょうか。 

 

○副委員長 

 デジタルテレビの関係なんですけども、５０型だったら金額も張るし、普通教室全体で子供た

ちが見るということであれば５０型くらい必要なんだろうけども、学級によっては２人だとか３

人だとか少人数なんだよね。なのにこの５０型。私もちょっと調べてみたら国の補助基準で５０

型を入れなさいと言っているんだけれども。これは常に言われている無駄遣いの部分に入って来

る気がするんですね。３５型か４２型で充分間に合うのに５０型をなんだかんだ入れなさいって

言っているんですが。それをちょっと理解出来ないので、当局として、その辺道教委とかそう言

う話をした事があるのか無いのか聞いておきたいのですが。 

 

○生涯教育課長 

 テレビの５０型につきましては、ただ今副委員長さんのお話にもありました通り文部科学省の

指示でございます。基本として５０型以上のテレビを導入しなさいと言う指示でございます。清

里町といたしましては、ただ今副委員長さんのお話にもありました通り１クラスで数名の所もあ

りますし４０人のクラスもありますので、普通学級につきましては一律５０型。特別支援学級、

ここは知的とか障がいのクラスですが、教室のスペースも普通学級より狭いと言うこともありま

すし人数も少ないと言うことから、特別支援学級と職員室については４２型のテレビを導入する

こととしております。皆様にお配りしております９ページに各学校ごとの一覧表がありますが、

例えば一番上の清里小学校でございますと、地上デジタルテレビにつきましては５０型が普通教

室６台、４２型は特別支援教室４台と職員室１台と言うことで、５０型と４２型に分けて導入さ

せて頂く次第でございます。これで説明を終わります。 

 

○副委員長 

 それは見て分かったんだけれど。ただ、各教室でテレビ授業をやりますと言ったら教室全体に

広がってやらなくてもいいんですよね。机の２つか３つのところへ何人か集まって見れるわけで

すから４２型テレビ以下でも見れるわけですよね。普通教室のことで申し上げていますが、何か

実態に合わない強制的な設備かと思ったわけですから。でも、分かりました。 

 

○勝又委員 

 認識不足ですが、補助対象になると言う部分で基準単価があると思いますが、地上デジタルテ
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レビ導入も台数の割には１台当たり３０万も４０万もしていると言う部分で、実際の市場の単価  

とかけ離れている部分があると思うんですが。 

 

○学校教育 G 主幹 

 今回補正をさせて頂く１台当たりの単価は、定価から大分、色々業者さんに照会し、定価は高

いですが金額を精査させて頂いております。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○生涯教育課長 

 議案のレジメには載せておりませんでしたが、光岳小学校の改築について口頭で概要を説明さ

せて頂きたいと思いますが宜しいでしょうか。 

 

○委員長 

 はい。 

 

○生涯教育課長 

 光岳小学校の改築につきましては、耐力度調査によって改築が必要とされた特別教室及び体育

館について平成２１年度に実施設計を行い、来年、平成２２年度に改築工事を行うと言うことを

３月の議会で決定させて頂きまして、本年度の実施設計に関わる予算については計上させて頂い

ているところであります。このような中で、本年度実施する予定でありました実施設計につきま

しては先般入札が終わりまして事業を発注いたしておりますので、１１月末ごろには実施設計が

完了し、改築に伴う図面並びに事業費などの詳細が納品される運びとなっております。次に特別

教室及び体育館の建設場所でございますが、先般、光岳小学校のＰＴＡなどとお話合いを行いな

がら、現在の特別教室及び体育館を解体し現在の場所に建設する運びとなっております。その理

由といたしましては、あそこには大きな樹木があり他の場所に建てると仮り植えとか移植の関係、

屋根の落雪などによりまして他の場所に建てると今ある校舎の一体性が失われるなどと言うこと

から、地元の意見といたしましても現在地に建てて頂きたいと言う意見に纏まりました。また、

改築に伴います建築面積につきましては、現在の床面積以内で建設すると言うことで現在進めて

おりますのでお知らせをいたします。次に予算の関係等でございますが、今年度の国の経済対策

の補助事業によりまして、当初予定しておりました２２年度に実施する補助事業よりも補助残分

に臨時交付金が充てられると言うことで、大幅に有利な形の経済危機対策が打ち出されておりま

すので、前倒しをしまして平成２１年度の繰越明許事業として実施することも検討して参りまし

たが、先般７月下旬でございますが、文部科学省の方から全国的にこの有利な補助事業に対する

申込み殺到のために補助金を予算の範囲以内で配分する、いわゆる有利性が失われる結果の文書

が流れて来ておりますので、当教育委員会といたしましては改築工事につきましては当初の予定

通り２２年度で実施すべきか、または繰越明許で本年度実施すべきかを経済危機対策事業の補助

金配分の行方を充分見極めながら決定して行きたいと考えております。今後の状況を随時議会の

方に報告して参りますので、宜しくお願いいたします。以上、光岳小学校の改築についての現時
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点での情勢についての報告とさせて頂きます。宜しくお願いします。 

 

○委員長 

 札弦の関係でありますが、改築と言う部分の中では認めたところがありますが中身については

全く分からないと言う部分。敷地も、もともとの敷地がどこまでになるのかと言う説明も無いと

いう部分。小出しをされると、この部分については認めたけれどもこの部分については認めてい

ないとか食い違いが出てくる部分では、本来はもう少し中身を詳しく説明をして預ければ。これ

については国の施策でまだ決まらないとか、そこら辺が議員に案件として見えてこない部分があ

るので、そこら辺に気を付けて提案をして頂ければと思っています。 

 他にないですか。 

（「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。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 それでは 3 番ですが、次回の委員会の開催についてということで、事務局から。 

 

○事務局長 

 ９月８日、火曜日ということで。定例会の予定ということも踏まえまして９月８日、火曜日に

予定をいたしております。 

 

○委員長 

 ９月８日、火曜日と言うことです。 

 ４番その他、委員の方で何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ事務局のほう。 

 

○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６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１５分） 


