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第７回総務文教常任委員会会議録 

平成２１年９月８日（火） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １０時２０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３号）の概要について  

②上湧別町、湧別町の合併に伴う規約等の一部変更について  

③農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の交付対象決定に伴う事業の推進について  

 １）平成２１年度交付金の内示及び事業計画の概要について  

 ２）地域資源活用交流促進施設（福祉センター改築）の整備について 

 ３）農山漁村体験施設（緑清荘宿泊棟増設）の整備について  

④地域情報通信基盤整備事業（総務省）の推進について  

⑤平成２０年度健全化判断比率及び資金不足比率について    

 ●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  

②光岳小学校の改築について  

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 
○出席委員（６名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 谷 定 雄 

     委 員   藤 田 春 男       委  員    加 藤 健 次 

       委 員    田 中    誠      ※議 長  村 尾 富 造 

委 員    勝 又 武 司     

 

 
○欠席委員    中 西 安 次 

 

 

○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主任     吉田 慎治 

■生涯教育課長     斉藤 敏美    ■学校教育Ｇ主幹   鈴木  敏 
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■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁     

 

 

○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 

 それではただ今より第７回総務文教委員会を開催いたします。 

 

 

○委員長 

 最初に１番でありますけれども、道内所管事務調査と言うことで、事務局お願いいたします。 

 

○事務局長 

 前回配布しております道内所管事務調査の報告書につきましては、お渡しをいたしております。

その後、後ろの方に各議員のレポートの添付をいたしております。レポートを含めまして総体的

に報告書を作成いたしましたので、その内容につきまして、今回から本会議の中で報告すると言

うことになっておりますので、今回合同ということでございまして、先ほど相談いたしまして産

業福祉常任委員長の澤田委員長の方から本会議で所管事務調査の内容について報告と言うことで

参りたいと、お諮りを願います。 

 

○委員長 

 所管事務調査の部分でありますけれども報告書の関係であります。今回、本会議で報告をする

と言うことになってございます。産業福祉常任委員長澤田さん。その係でお願いをしたいと言う

ことで宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは１番を終らさせて頂きます。２番についてお願いいたします。 

 それでは町からの協議・報告と言うことで総務課から５点ございます。説明をお願いいたしま

す。 

 

○総務課長 

 おはようございます。９月定例会に先立ちまして、総務課から平成２１年度一般会計補正予算

（第３号）以下５件について、委員会に協議・報告を申し上げたいと思います。まず１点目の平

成２１年度一般会計補正予算（第３号）の概要としては、お手元の議案２ページをお開き頂きた

いと思います。平成２１年度清里町一般会計補正予算（第３号）につきましては、最後の一番下

の段をご覧頂きたいと思いますが、歳入歳出それぞれ３億９千２６１万７千円を追加いたしまし
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て予算の補正後の総額を５１億６３４万６千円とさせて頂きたい、このような提案をさせていた

だきました。なお、今回の補正の主な内容でございますが、先に活性化計画の申精を行なってお

りました農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業につきまして、去る８月１０日付けで事業

全体の採択がされたと共に平成２１年度の交付金の内示が行われましたので、事業の執行に向け

て所要の補正を定例会に提案させて頂きたいと、かように考えてございます。また併せまして、

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等を財源とした対策事業の第３段階

における補正措置及び子育て応援特別手当を始めとした国の一時補正に伴う関連事業の補正、さ

らには給付事業の清算及び当初予算保留事業のうち事業内容が確定するもの、こう言ったものを

今回の定例会で補正して参りたい、かように考えてございますので宜しくお願い申し上げます。

具体的な内容につきましては、資料に基づき担当の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２１年度一般会計補正予算（第３号）の概要についてご説明申し上げ

ます。それではまず、主だった事業の方を説明したいと思います。資料の３ページをお開き下さ

い。今回９月補正事業といたしまして、主だった事業の６事業を記載してございます。２款総務

費、６項選挙費、１目選挙管理委員会費、事業名が投票人名簿システム構築事業、日本国憲法を

改正する為に必要な国民投票を行う為の投票人名簿を調整するために必要な情報システムの構築

を行う事業でございます。委託料でございまして、補正額につきましては１００万８千円となっ

てございます。なお、財源につきましては全額国庫支出金１００万８千円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。これは国が交

付する臨時交付金によりまして、地球温暖化対策、安全安心の実現及び施設の長寿命化に資する

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。この事業につきましては、６月、

８月、今回で３度目の補正となります。それでは事業の内容を説明したいと思いますので、資料

の４ページをお開き下さい。こちらに地域活性化経済危機対策臨時交付金事業、１０事業を記載

してございます。大きく分けまして、公共施設等整備緊急事業といたしまして９事業。そして、

太陽光エネルギー導入支援事業と言うことでございます。まず、公共施設等修繕事業の介護老人

保健施設の温泉ポンプ揚湯管修繕。こちらにつきましては、老朽化に伴いまして揚湯管の取替、

修繕料といたしまして５８万３千円を計上するものでございます。公共施設等改修事業は７事業

ございます。まず、管理住宅改修、こちらは旧病院住宅の改修でございます。１棟で工事請負費

といたしまして３９０万円の計上でございます。温泉施設安全対策設備改修。こちらは清楽園、

介護老人保健施設、緑清荘３施設の温泉施設の設備の改修でございます。工事請負費といたしま

して９５１万７千円の計上でございます。保健福祉総合センター外構改修、こちらは、擁壁の改

修でございまして、工事請負費といたしまして５０８万２千円の計上でございます。江南牧場隔

障物整備事業、こちらは隔障物３５０メートルの整備でございまして、工事請負費で４４１万円

の計上でございます。農山漁村体験施設、こちらは緑清荘の既存の施設の部分の改修事業でござ

います。実施設計の委託料といたしまして７２３万５千円の計上でございます。機械センター改

修事業、こちらはもう使っておりません地下タンクの撤去、並びに一部機械室改修でございます。

工事請負費といたしまして２３５万２千円の計上でございます。清里小学校グランド階段改修事

業につきましては擬木階段の改修でございまして、工事請負費２９４万円の計上でございます。

公共施設等備品整備事業といたしまして、今回地域包括支援センターの訪問指導車を購入したい

と思います。事業につきましては小型四輪駆動車を１台購入するものでございまして、諸経費合
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わせまして１４３万２千円の計上でございます。太陽光エネルギー導入支援事業その２と言うこ

とで、こちらは実は６月補正に５件分計上してございましたが、今回追加で３件分計上するもの

でございます。負担金及び交付金といたしまして１０５万円の計上でございます。全体１０事業

合わせまして、９月補正額が事業費ベースで３千８５０万１千円の補正額でございます。それで

はまた３ページの方にお戻り下さい。今申し上げました地域活性化・経済危機対策臨時交付金事

業は補正額が３千８５０万１千円。そして、この事業費に対しまして９割を経済危機対策臨時交

付金、国庫支出金で見てございます。３千４５８万５千円が国庫支出金、残りの３９１万６千円

が一般財源でございます。続きまして、３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者自立支援費、

障害者自立支援費過年度返納金事業、こちらは平成２０年度障害者自立支援確定に伴います国と

道への負担金返納事業でございます。障害者医療費、また障害者自立支援給付費、合計合わせま

して国費の分が２７０万５千円、道費が５１万２千円、合計３２１万７千円を補正するものでご

ざいます。財源につきましては全額一般財源となってございます。２項児童福祉費、１目児童母

子福祉費、子育て応援特別手当支事業。こちらにつきましては小学校就学前３年間の子供たちに

対しまして、子育て応援特別手当を国が支給するものでございます。支給対象者につきましては、

平成２１年４月１日現在で３歳から５歳までの児童が対象となります。具体的には平成１５年４

月２日生まれから平成１８年４月１０日生まれまでの子供たちが該当になります。基準日でござ

いますが、平成２１年１０月１日において住民登録基本台帳に記録されている者が対象となりま

す。支給額が１人につき３万６千円でございます。国の補助率は１０分の１０でございまして、

本町は１００人の児童に対しまして予算計上をしてございます。補正額３６０万円に対しまして、

こちらは全額国庫支出金で３６０万円となってございます。続きまして、５款農林水産費、１項

農業費、５目道営整備事費、道営整備事業につきましては、こちらは土地基盤整備によりまして

地域農業の将来にわたる安定的生産環境の確立を図るものでございます。当初予算にも計上して

ございましたが、今回の補正といたしまして暗渠排水に８．２ヘクタール、客土に１．４ヘクタ

ール、心土破砕に４１．８ヘクタール、土壌改良に３４．８ヘクタールを補正するものでござい

ます。事業費につきましては、６０２万３千円でございまして、そのうち国庫支出金、こちらが

公共投資の臨時交付金でございます。こちらが１７９万円。そしてその他で４１２万５千円でご

ざいますが、受益者負担分２２５万円、そして推進交付金１８７万５千円を合わせました４１２

万５千円がその他の財源でございます。なお、残り１０万８千円が一般財源でございます。続き

まして６目農山漁村活性化対策費、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、こちらが新た

に目を起こす事業でございます。国が交付する支援交付金により、農業の生産基盤や生産機械施

設等の整備、都市と農村の地域間交流の拠点となる交流・体験施設等を整備するものでございま

す。事務費が８３万５千円、地域資源活用交流促進施設実施設計業務委託料１千９２万円、こち

らは福祉センターの改築の部分に係る実施設計料でございます。農山漁村体験施設実施設計業務

委託料１千６００万２千円、こちらは緑清荘の増築に係る部分の実施設計業務委託料でございま

す。また、地域間交流施設地耐力調査業務委託料２８６万７千円、こちらは福祉センター及び緑

清荘両施設の地耐力の調査業務に係るものでございます。農山漁村活性化対策整備交付金、こち

らにつきましては農協が事業主体となって実施いたします麦乾燥調製貯蔵施設の増築の交付金に

なってございます。事業費が３億８００万円でございます。こちらの全体の今回補正する合計額

が３億３千８６１万４千円でございまして、国庫支出金、公共投資臨時交付金で１千３４０万５

千円、それと事業自体でございますが活性化プロジェクトの支援交付金、こちらが３億２千３２

９万４千円、合わせまして３億３千６６９万９千円となってございます。町債の１４０万円、残
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りの５１万５千円こちらが一般財源となってございます。なお、説明しておりませんでしたが、

括弧内は補正後の事業全体の合計額となってございます。それでは２ページにお戻り下さい。２

ページは款ごとに区分しました今回の全体の補正額を掲載してございます。まず歳出の方からご

説明申し上げます。総務費、財源振替えに１２０万円ございますが、これはプロジェクト支援交

付金の部分で補助金を一部人件費に充当するための財源振替えでございます。基金積立て４万円

でございますが、こちらは東京大学の陸上部のＯＢの方々から頂きました４万円を積み立てする

ものでございます。過年度還付金１００万円。こちらは法人税更正に係る過年度還付金でござい

ます。投票人名簿システム構築業務委託事業１００万８千円、こちらは先ほどご説明したので省

略をさせていただきます。地域活性化経済危機対策臨時交付金事業３千８５０万１千円、こちら

も先ほどご説明申し上げました。総務費の補正額が今回４千５４万９千円でございます。続きま

して民生費でございます。障害者自立支援法施行円滑化事業、こちらは道の補助事業でございま

してシステム改修事業に１５万２千円でございます。過年度返納金３２１万７千円、こちらは先

程ご説明申し上げました。清楽園温泉採取施設等変更許可申請２万４千円、こちらは可燃性ガス

撤去に伴います温泉施設等の変更許可申請に伴う収入印紙代の計上でございます。子育て応援特

別手当、これも先ほどご説明申し上げましたので説明を省略させていただきます。民生費の補正

額は６９９万３千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、赤十字災害救護車

配備事業というのは日本赤十字社より車の寄贈を受けることになりまして、今回その分の自動車

損害保険料の金額を補正するものでございます。国民健康事業特別会計繰出金１４万７千円につ

きましては、出産一時金の引き上げに伴います町ルール分の繰出しに１４万７千円でございます。

衛生費の合計が２１万５千円でございます。農林水産業費３億４千４６３万７千円。こちらにつ

きましては道営整備事業と農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業に充当するものでござい

まして、先ほど説明してございます。商工費９万８千円の補正につきましては、こちらは温泉可

燃性ガス測定委託に伴います委託料及び消耗品費で９万８千円の計上でございます。教育費１２

万５千円につきましては、教育委員道内視察研修４名分の費用弁償の旅費でございます。歳出の

現計予算額４７億１千３７２万９千円に対しまして今回補正額が３億９千２６１万７千円。補正

後の予算額が５１億６千３４万６千円でございます。続きまして歳入の方をご説明いたします。

まず、分担金及び負担金、こちらは道営事業の受益者負担分といたしまして２２５万円。国庫支

出金でございますが、地域活性化・経済危機対策臨時交付金３千４５８万５千円、地域活性化・

公共投資臨時交付金に１千５１９万５千円、投票人名簿システム構築交付金に１００万８千円、

子育て支援応援特別手当交付金に３６０万円、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に３億２

千４４９万４千円でございます。合計が３億７千８８８万２千円の計上でございます。道支出金、

こちらは障害者自立支援対策推進事業補助に３７万９千円。諸収入１８７万５千円につきまして

は、道営事業に係ります事業推進交付金に１８７万５千円でございます。町債につきましては、

農山漁村活性化プロジェクト支援事業債に補正債といたしまして１４０万円でございます。寄附

金はふるさと寄附金、東京大学陸上部ＯＢの３名の方から頂いた分４万円でございます。これら

特定財源を充当した後、不足分を地方交付税といたしまして７７９万１千円を計上してございま

す。歳入の現計予算額が４７億１千３７２万９千円、今回補正額が３億９千２６１万７千円、補

正後の予算額が５１億６３４万６千円とするものでございます。以上でございます。 

 

○総務課長 

 ただ今説明申し上げました補正予算の個別的な事業については、その後、それぞれ所管の課か
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ら協議・報告をさせて頂きたいと考えてございます。また併せまして、農林水産業費の農山漁村

活性化プロジェクト支援交付金事業につきましては、総務課の議案３の方で、現時点における基

本計画の内容など詳細について協議・報告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。 

 

○委員長 

 ただ今の平成２１年度清里町一般会計補正予算概要についてと言うことでございます。質疑の

ある委員の方いるでしょうか。 

 無ければ次の日程に進めさせていただいても宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは２番についてお願いします。 

 

○総務課長 

 ２点目の上湧別町と湧別町の合併に伴う規約等の一部変更についてでございますが、ご存知の

とおり１０月５日をもって上湧別町、湧別町が合併し湧別町になります。それに伴いまして、広

域的な関係の団体等の規約、要綱等の改正が必要になってございますので、今般、さらに併せま

して１２月定例会においてこれらの改正を行って参りたい、かように考えておりますので宜しく

お願いいたします。具体的な内容につきましては担当の総務課主査よりご説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 それでは５ページでございます。まず（１）番、合併期日等でございます。合併期日は平成２

１年１０月５日、配置分合告示日は平成２１年７月３１日になってございます。新町村名につき

ましては湧別町でございます。（２）番目の根拠法令、地方自治法又は市町村の合併の特例等に

関する法律に基づきまして議会の議決を要する協議と言うことで以下の３番、改正を行う規約等

でございます。まず網走支庁管内町村公平委員会規約、網走支庁管内町村交通災害共済組合規約、

北海道市町村職員退職手当組合規約、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約、北海道市町

村総合事務組合規約、北海道後期高齢者医療広域連合を組織する町村数の増減についての協議。

以上６組合等の規約改正等を行うものでございます。なお、４番につきましてはその他というこ

とで、記載してあります網走地方教育研修センター組合規約、また北海道市町村備荒資金組合規

約、それにつきましては市町村の合併の特例等に関する法律に基づきまして、合併の日から６ヶ

月の猶予期間がございまして、期限につきましては、１０月以降に規約の改正が予定されている

という事でございまして、本町におきましても１２月の定例会での改正を行う予定となってござ

います。以上です。 

 

○委員長 

 それでは２番であります、上湧別町と湧別町の合併に伴う規約等の一部変更について何かござ

いますか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 それでは続いて３番目お願いいたします。 

 

○総務課長 

 ３点目の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の交付対象決定に伴う事業の推進につい

てという形の中で、現時点での具体的な事業の基本的な方向性、計画、そう言ったものをご協議

・ご報告申し上げたいと思います。本件につきましては、既にご存知のとおり第３回、第４回、

第５回の本委員会において協議・報告を申し上げている中、６月末をもって農水省に事業の申請

を行っているところでございます。総体的な全体事業費、申請時点につきましては２６億４千８

０万円という全体事業費で、平成２１年度から２４年度の４ヶ年事業という形の中で、町の事業

費概算で約１５億６千５５０万円、事業主体が農協でございますので、麦乾燥調製貯蔵施設につ

いては１０億７千３０万円。こう言った申請内容でございましたが、記載のとおり２１年の８月

１０日、農林水産省の農村振興局長名で事業全体の採択決定、交付事業としての対象の決定、併

せまして２１年度の交付金の割り当て内示額と言う形の中で全体額で７億７千２６０万円の内示

を頂いております。今般、９月１８日が交付申請の提出期限となってございまして、今後これに

向かって事務的な作業を進めて参りたい。こう言った中において、今般９月の定例会において、

先ほど申し上げたとおり所要の補正をお願い申し上げたいと考えております。なおイの平成２１

年度の交付金の内示額の対象事業でございますが、地域資源活用交流促進施設として福祉センタ

ーの改築事業、農山漁村体験施設として緑清荘の宿泊棟の増築、さらに事業主体がＪＡでござい

ます穀類乾燥調製貯蔵施設、この３事業が２１年度の交付金の内示対象事業という形の中でそれ

ぞれ通知を頂いております。２２年度以降の事業としましてはＪＡの穀類乾燥調製貯蔵施設の２

年次分、さらには農林水産物直売食材提供施設として、さっつる道の駅パパスランドの増改築、

さらには地域資源活用交流促進施設、札弦センターの改修事業、こう言ったものが事業として採

択されたわけでございまして、今後ともこの事業につきましては順次進めて行きたい、かように

考えてございます。ウの２１年度の事業資金の全体的な計画でありますが、後ほど担当の主査よ

り、具体的な現時点における資金手当ても含めた執行計画、または工事に伴う工程、こう言った

ものの現時点における考え方を提示させて頂きたい、かように考えてございます。また、今般８

月２８日付けで、次年度からの事業に間に合う様な形の中で、農業協同組合の方から交付金の交

付決定前の着工届け、こう言ったものが既に出てございますので、それについても既に町として

は農水省に、町としての立場で届出を提出している。こう言った事務を進めてございますので、

全体的なご理解を賜りたいと思います。続きまして７ページ以降につきましては、それぞれ担当

総括主査、担当主幹より具体的な現時点における事務の推進という形の、こう言った中身につい

てご説明申し上げたいと思います。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 それでは７ページでございます。私の方から（２）の地域資源活用交流促進施設（福祉センタ

ー改築）の整備についてご説明をさせていただきます。まず（ア）の活性化計画上の位置づけで

ございます。地域資源活用交流促進施設と言うことで、地域内交流や都市農村交流促進の拠点と

なる地域資源活用交流促進施設を整備し、体験プログラム事業の開発や実施、都市農村交流人材

の育成、異業種連携事業の推進等による地域活動の活性化を促す。と言うことで目標を設定し、

事業の展開を図って参るものでございます。具体的な施設といたしまして地域基幹交流施設新築
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１棟、１千平方メートルと言うことで福祉センター改築でございます。清里地域の地域基幹交流

施設として、新たな農業体験を通じたアグリツーリズムやグリーンツーリズムの拠点施設として

各種研修や体験プログラム、イベント事業の実施、地域内住民や都市住民との交流活動を促進し、

魅力ある地域特性を高め交流人口の増加を図る。と言うことで事業内容の展開を図って参ります。

（イ）が基本的な改築事業に当たっての基本的な考え方でございます。実質、現在の利用の汎用

性を念頭においた申請計画との整合性を図って行きたいと言うことでございます。２点目といた

しまして研修ホールの一定面積の確保、導線的な利便性を図って行く。３点目としまして役場総

合庁舎との一体性を保った意匠、外観でございます。と、敷地内配置をして行きたい。次が高齢

者、障がい者への配慮、トイレ等の配置につきまして配慮を行って行きたい。次が簡易的な宿泊

施設機能の確保ということで、和室等を確保いたしまして宿泊も出来るようにして参りたいと思

います。次が役場会議室としての活用を視野に入れると言うことで、洋室で葬儀等が入りまして

も分離独立して会議等に使用出来ることでの設置を考えております。管理コストの低減、電力消

費、暖房他が図れる設備と言うことで、使用状況に応じました暖房設備等の配置を行って参りた

い。駐車場スペースの確保を十分行って参りたいと思います。最後に、町道２線道路からの施設

導線、現在の福祉センターの建物、２線道路に面した建物と言うことで、これを踏襲した形の設

置をして参りたいと言うことでございます。（ウ）基本的計画における施設の概要案と言うこと

で具体的な建物の概要についてご説明させて頂きます。構造につきましては、鉄筋コンクリート

造の２階建てを考えてございます。面積は１千平方メートル程度。ちなみに現況福祉センターは

６６９平方メートルとなってございます。位置につきましては現在の福祉センターの跡地と言う

ことで庁舎の東側。設置機能案と言うことで、以下記載してあります。まず１階部分でございま

す。１階には研修ホールと言うことで、大ホール。こちらは２分割または３分割が可能な仕様と

言うことで、葬儀とあるいは大きな会議等に使用出来るものとして参りたいと思います。研修室

につきましては洋室で面積のあまり大きくないものを考えております。それから交流室が和室と

言うことで、こちらは２分割に仕切りが可能なものを考えてございます。それから調理研修室も

現在の機能を補充する形のものを考えてございます。あと、ロビー、トイレ、洗面所、機械室、

物品庫等ゆとりのある改築と言うことで設置を考えてございます。次の８ページに参りまして２

階の部分でございます。２階の方には研修室の２といたしまして洋室を配置。こちらも２分割が

可能な仕様としています。なお、完全に１階と分離して会議室、２階だけでの使用が可能になる

という事での配置を考えてございます。後はトイレ並びに役場の渡り通路についても考えてござ

います。次の（エ）の管理経費につきましての試算を行ったものでございます。燃料費、光熱水

費、委託費、その他と言うことで現況の施設、平成２０年度の決算に基づきました金額を記載し

てございます。合計で１１１万７千円となっております。こちらを基にいたしまして試算の１と

２と言うことで、試算の１につきましては現況と同程度の利用頻度を想定した場合の経費でござ

います。こちらが合計で１４０万円程度でございます。試算の２につきましては、施設が新しく

整備されますことに伴いまして利用頻度が上がるのを想定いたしまして、年間３００日、研修ホ

ールでは５０日、研修室等３００日のフルでの活用を想定した場合にどうなるという事で試算し

たものでございます。合計金額で２８０万円の試算となります。なお、その下につきましては基

本計画策定レベルでの想定となってございますので、今後の実施計画時におきましては詳細な試

算を行っていくと言うふうに考えてございます。以上でございます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 
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 それでは私の方から農山漁村体験施設、緑清荘の宿泊棟の増設についてのご説明をさせていた

だきたいと思います。９ページ目をご覧になって頂きたいと思います。まず始めに活性化上の位

置づけでございますが、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の活性化計画上の位置づけ

といたしましては、滞在宿泊型都市農村交流人口の拡大、それと地場農産物のブランド化を図る

ために宿泊機能の拡大とレストラン機能の整備を行いながら、滞在者、宿泊者の増加と交流人口

の増加を図り地域の活性化を目指すものでございます。事業規模といたしまして滞在施設の増築、

１棟約１千３００平方メートルの整備を計画しているものでございます。改築事業の基本的な考

え方についてご説明を申し上げます。まず１点目でございますが、部屋数につきましては３０か

ら４０室、宿泊数につきましては５０から６０名を想定いたしました宿泊機能の強化を図って参

りたい。２点目としまして、単独事業として既存施設の老朽化補修と機能の強化改修を行って参

りたい。３点目でございますが周辺環境と斜里岳眺望を活かした施設の増改築でございます。４

点目といたしまして、高齢者及び障がい者への配慮。５点目といたしまして省エネ設備、繁忙期、

閑散期におけるコストコントロールによる管理コストの低減でございます。６点目でございます

が、利用客の流動と駐車場の確保。その他といたしまして顧客サービス等の強化を基本といたし

ております。基本計画における概要案についてご説明いたします。増築施設の構造につきまして

は鉄筋コンクリート造で２階建て若しくは３階建てといたしまして、面積につきましては１千５

００平方メートル程度を計画して参りたいと言うふうに考えてございます。施設の位置につきま

しては河川敷地等を考慮いたしまして、既存施設の南側、町民グラウンド側になろうかと思いま

すが、その方に計画をして参りたいと言うふうに考えてございます。整備機能といたしましては、

交付金事業による増築関係といたしまして宿泊研修室が３０から４０室、あと作業室とリネン室

でございます。単独事業といたしましてレストラン、厨房の増改築、宿泊者専用のお風呂の増築。

次のページをご覧になって頂きたいと思います。ロビー及び売店の改修、それと既存のお風呂の

補修等を計画して参りたいと言うふうに考えております。その他といたしまして河川敷緑地帯、

町有地を活用した駐車場の増設。宿泊棟増設に伴いまして現在ありますトレーニングセンターの

パークゴルフ場の一部が利用出来なくなるため、町民グラウンド周辺の緑化等によりますコース

の確保。それと、河川敷地を有効活用してレストランと一体化したガーデン整備を基本計画とし

て参りたいと言うふうに考えてございます。エの部分でございますが、今現在におきます増築宿

泊に係る管理運営費の試算について、既存施設の利用状況等により条件を設定し収入歳出を試算

してございますので、ご説明をさせていただきたいと思います。まず収入におきましては条件と

いたしまして客室４０室、定員６０名を仮設定とさせて頂いております。客室の稼働率につきま

しては現況の施設の稼働率を考慮しまして３６％。利用者数につきまして年間７千８９０人。単

価設定につきましては素泊まりで５千円、朝食付きで６千円、２食付で８千円という単価にて設

定をさせて頂いております。また売店、飲料等におけます客室単価につきましては８００円とし

て試算してございます。内訳といたしまして、客室収入につきましては５千６０１万９千円。売

店、飲料等による収入、その他といたしまして４４１万８千円。合計いたしまして約６千万円と

なってございます。歳出の方でございます。内訳といたしまして、清掃及びベットメイキングな

どのパート賃金といたしまして人件費６７２万円。リネン・消耗品で３９４万５千円。夕食等の

食事原価でございますが３千１２４万４千円。売店飲料等の原価といたしまして３０９万２千円。

燃料光熱費、その他として９００万円と言うことで、歳出につきましては合計約５千４００万円

の試算としてございます。よりまして、営業収益につきましては約６００万円の営業利益となる

と言うことで今回試算をしてございます。なお今回の試算につきましては基本計画策定レベルで
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ございます。想定でございます。今後、実施設計によりまして詳細な試算を行って参りたいと思

いますので、ご理解をお願いをいたしたいと思います。続きまして１１ページをご覧になって頂

きたいと思います。平成２１年度農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費の内訳でござい

ます。一番上の上段につきましては、今回平成２１年度で事業を受けます地域資源活用交流促進

施設、福祉センター。それと農山漁村体験施設、緑清荘。それとＪＡが事業主体の麦乾燥調製貯

蔵施設等々の内訳でございます。まず１点目の地域資源活用交流促進施設でございますが、総事

業費として今現在４億円を見込んでございます。負担内訳につきましては国の交付金が２億円、

地元負担金が２億円でございます。事業内容につきましては、４億円のうち工事費といたしまし

て３億８千２２０万円。実施設計委託料、施工監理委託料、地質調査委託料合わせまして１千７

８０万円と見込んでございます。続きまして農山漁村体験施設、緑清荘でございます。今現在の

総事業費は５億２千６００万円でございます。負担内訳といたしまして、２分の１が国の交付金

によりますので２億６千３００万円。残り地元負担を２億６千３００万円でございます。事業費

の内訳は工事費５億５０万円。実施設計等に係る委託料が合わせまして２千５５０万円になって

ございます。農協の事業主体であります麦乾燥施設につきましては、総事業費６億１千６００万

円、内負担金につきましては交付金が３億８００万円、あと事業主体である農協の負担分として

３億８００万円でございます。事業費の内訳につきましては、町からの交付金ということで３億

８００万円でございます。なお、最後になりますが事業実施に伴います事務費といたしまして３

２０万円。負担の内訳は、国による交付金が１６０万円、地元が１６０万円となっております。

次に補助事業に出来ない単独事業部分の事業費の内容でございます。地域資源活用交流促進施設、

福祉センターでございますが、既存施設の取壊し費用としまして１千５００万円でございます。

農山漁村体験施設、緑清荘でございますが、既存施設の増改築に要する費用として工事費で１億

７千４００万円。また、単独事業に係る実施設計及び施工監理委託料を合わせまして１千１００

万円でございます。合計いたしまして１億８千５００万円となります。ＪＡの負担金を除きまし

た補助、単独事業合わせました総事業費でございますが、今現在１４億３千７２０万円でありま

して、交付金、国よりの交付金につきましては７億７千２６０万円、地元負担金が６億６千４６

０万円となってございます。事業費の内訳は工事費がトータルで１０億７千１７０万円でござい

ます。委託関係につきましては合わせまして５千４３０万円。負担金及び補助金でございますが、

ＪＡに対する交付金としまして３億８００万円。事務費が合わせまして３２０万円となってござ

います。中段の欄につきましては、平成２１年度の財源について記載したものでございます。基

本的には国による支援交付金と公共投資臨時交付金、経済危機対策臨時交付金を活用しながら残

りの地元負担については補正債及び一般財源と言うふうに考えてございます。まず上段でござい

ますが、地域資源活用交流促進施設、福祉センターでございます、総事業費４億１千５００万円。

これに対しまして、国による支援交付金が２億円。地域活性化公共投資臨時交付金、これは地元

残りの９０％と言う見込みでございます。１億８千万円。なお、地域活性化経済危機対策臨時交

付金につきましては、単独事業による取壊し分の１千５００万円と言うふうに見込んでございま

す。残り、地方債の２千万円と言うふうになっております。農山漁村体験施設、緑清荘でござい

ます。総事業費５億３千３３０万円。国による支援交付金が２億６千３００万円、公共投資臨時

交付金が２億３千６７０万円。経済危機対策臨時交付金につきましては７３０万円と言うことで、

これにつきましては単独の実施設計分委託料と言うふうになってございます。残り地方債として

２千６３０万円でございます。乾燥調製貯蔵施設につきましては３億８００万円と言うことで、

これは全て国による支援交付金になってございます。事務費につきましては３２０万円と言うこ
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とで、支援交付金が１６０万円、一般財源が１６０万円という内容でございます。合わせまして

総事業費が１２億５千９５０万円。内、国による支援交付金が７億７千２６０万円。公共投資臨

時交付金が４億１千６７０万円。地域活性化経済危機対策臨時交付金が２千２３０万円。地方債

が４千６３０万円。一般財源が１６０万円という内容でございます。最後になりますが事業工程

についてご説明をさせて頂きます。先ほど課長の方からもご説明があったと思いますが、今回の

事業の交付申請の関係でございますが、提出期限が９月の１８日となっておりますので、今後提

出に向けての事務を進めて行きたいと言うふうに考えております。繰越承認申請でございますが、

今年度で事業が完了しない場合は繰越を想定しながら事業を進めて行きたいと言うことで、受付

期間が 10 月の５日から 1 月の２９日となっておりますので、その期限に向けまして事務の方も

進めて行きたいと考えております。地域資源活用交流促進施設、福祉センターでございますが、

実施設計につきましては補助、単独等々合わせまして１０月の中旬頃から実施設計の方を発注を

かけて行きたいと考えております。なお、工事の実施時期でございますが、実施設計後 3 月の末

を念頭に置きながら繰越と言うふうに今のところ考えてございます。なお、単独による取壊しに

ついては次年度工事がスムーズに行くように 2 月から 3 月にかけまして既存施設の取壊し等々を

検討して行きたいと言うふうに考えてございます。緑清荘、農山漁村体験施設につきましては、

上と同じように実施設計につきましては 10 月の中旬から 3 月の上旬にかけて行って行きたい

と。それに伴いまして、工事に関係しましても 3 月の末を発注、そして翌年度の 12 月と言うふ

うに、今のところ計画をしてございます。なお、緑清荘の改修時期についてでございますが、既

存施設の活用を考慮しながら、閑散時期と言うことで 9 月の中旬頃から１２月の末ぐらいを目途

に改修等々をして行きたいと考えております。以上でございます。 

 

○総務課長 

 ただ今の全体的な概要についてご説明申し上げましたが、今般、国の交付金事業であります町

が事業主体の２施設については基本計画と基本設計、こう言ったものが事務的に進んでございま

すので、次回の常任委員会には具体的な図面等が提示出来るというふうに考えてございます。ま

た、農協が事業主体の麦乾施設ですけども、事前の着工の関係の部分が既に出てございまして、

順調に行きますと１０月中に、そう言った設計等の作業に入って行くのではないかと、このよう

に想定しておりますので、限られた時間の中で色々と難しい点もございますが、今後の事業の推

進についてご理解を賜りたいと、かように考えてございます。また、今般示しました具体的な計

画のアウトラインでありますが、あくまでも基本計画レベルにおいて現時点においてのデーター、

類似時施設のデーター。こう言ったものや、基本計画におけるそれぞれの施設の規模、そう言っ

たものの中から推計した資料になってございますので、先ほど担当の者からご説明申し上げたと

おり、それぞれの実施計画の段階において更に詳細な内容、こう言ったものを検証しながら、従

来、委員会からご指摘のございましたランニングコスト、経営コストの低減に繋がるような事業

の執行、そう言ったことに配慮して参りたい、かように考えてございます。以上宜しくお願い申

し上げます。 

 

○委員長 

 それでは、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の交付対象決定に伴う事業の推進につ

いてと言うことで説明を受けました。委員の方の質疑を受けたいと思います。 
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○田中委員 

 緑清荘の改築の件ですが、基本的な考え方の中で高齢者、障害者への配慮をうたっておられる

訳ですが、具体的にどう言う、ただバリアフリーにするのか、又は緑の温泉の様な障がい者の方

が入れるような浴室の施設を考えているのか、その辺をお聞きしたい。 

 

○総務課長 

 現時点における基本設計の段階の考え方でございますが、高齢者、障がい者の関係については

ご指摘があったとおり、段差ですとか又は手すりの設置ですとか、更には既存施設が２階でござ

いますのでエレベーターの設置がございませんので、既存施設におけるエレベーターの設置や新

たな増築におけるエレベーターの設置、更にはトイレ等の狭い部分がございましたら、そう言っ

た新調や障がい者向けのユニバーサルトイレなどと言っておりますが、そう言ったものの設置等、

そう言ったものについて十分配意して行きたい、この様に考えてございます。また、緑の湯を設

置する段階において、そう言ったご意見を頂いた中にもおいてですね、緑の湯の方にそう言った

ユニバーサルのお風呂を設けて参ったという経過もございますので、今回については現段階にお

いては特別に新しい障がい者向け等の風呂を設置するといった素案はございませんので、今後、

課題としてご指摘頂いた部分については十分に、実施設計の段階において必要性も含めて再度検

討させて頂きたい、かように考えてございます。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

 

○委員長 

 なければ次に行きたいと思います。宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは次、４番お願いします。 

 

○総務課長 

 ４点目の地域情報通信基盤整備事業（総務省）の推進についてでございまして、本件につきま

しては既に数回、常任委員会の方に事業の項目として報告・ご協議申し上げた件でございますが、

去る８月２７日付けをもって北海道総合通信局に、本町における本事業の２１年度補正分におけ

る採択への内示を頂いております。今般、具体的な事業の推進についての方向性についての説明

を申し上げ、今後の臨時会もしくは定例会において所要の補正措置を講じて参りたいと、かよう

に考えているところでございます。既に本町におきましては公共施設におきましては平成１４年、

１５年において光ファイバーを引いておりますが、今般の事業については家庭向けの光ファイバ

ー、こう言ったものを設置して行く、そう言った事業でございまして、全体事業費の３分の１に

つきましては国の補助金、残りの３分の２につきましては公共投資の臨時交付金、この対象事業

と言う中で財源手当てをして参りたい、かように考えてございます。また、今回の国の補正に伴

いまして、網走支庁管内におきましては本町を含めて７町村が交付対象となってございまして、

隣接する小清水町、津別町、雄武町、興部町、滝上町、併せて西興部村が光ファイバーに、敷設
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外で、今回合わせまして管内においては７町村。道内におきましては全道１８０ある内の５８市

町村が今回国の補正においてこの事業に取り組むような内容になってございます。具体的な推進

の項目内容につきましては、資料に基づいて担当の主任よりご説明を申し上げます。 

 

○総務Ｇ主任 

 それでは私の方から地域情報通信基盤整備事業についてご説明させて頂きます。１２ページを

ご覧下さい。まず始めに事業概要ですが、こちらは総務省の交付金事業となっております。交付

金の目的としましては、地理的な制約から民間事業者の投資による情報通信関係の整備が期待出

来ない市町村に対しまして、情報格差を解消する為に市町村が整備した情報通信基盤に対して事

業費の３分の１が交付されるものです。総務省の平成２１年度の予算額は４３３億円となってい

ます。次に当町の整備事業ですが、現在清里町におきましては清里市街及び札弦市街に対しＮＴ

Ｔから提供されておりますＡＤＳＬによるインターネットワークサービスが構築されており、住

民の方々がインターネットを行うにはＮＴＴに申し込み、こちらのサービスを利用しているのが

現状でございます。しかしながら、このＡＤＳＬにつきましてはアナログ線である電話回線を利

用しておりまして、ＮＴＴからの交換距離が遠くなればなるほど通信速度が遅くなり、利用者に

とっては情報の取得に相当な時間が要することになります。また、緑地区や江南、神威、上斜里

などの郊外地区につきましては、ＡＤＳＬサービス提供外のためインターネット通信自体をする

にも困難な状態になっています。こうした状況を改善するため、全町規模で光ファイバーを設置

し通信会社との貸借契約を結ぶ事により、北見市や網走市で既にサービスが提供されております

光インターネットサービスを、加入した全住民に対して通信が可能な環境を整備し様々なアプリ

ケーションの提供が行われる事となります。３番目に事業費でございますが、総事業は現在のと

ころ５億１千１０万円を予定しております。内訳としましては、清里、札弦、緑地区のＮＴＴで

設置されています電話交換局の近くに、ネットワーク関係の機器を設備できるＩＰ－ＢＯＸの建

設に６千８００万円。また、光ケーブルを電柱共架で新設する経費としまして４億４千２１０万

円を計上しております。補助内訳としましては、総事業費の３分の１の１億７千３万３千円、こ

れにつきましては交付金で賄いまして、残りの３分の２の内の９割分、３億６０６万円、これに

つきましては公共投資臨時交付金で対応。さらにその残額分３千４００万７千円につきましては

補正債の対象となりますので、こちらで対応を予定してございます。４番目に交付申請スケジュ

ールでございますが、既に８月２７日付けにおいて北海道総合通信局より内示の通知が出ており

ます。９月中に本申請書類を提出し、１ヶ月後の１０月中に採択となる予定となっております。

５番目に運営管理方法でございますが、今回整備を予定しております光ケーブルとネットワーク

関連機器につきましては、当町で整備いたしますので町の所有となりますが、町ではインターネ

ットサービスの提供が出来ませんので通信業者の方に通信設備の貸し出しをいたします。通信業

者は借受けました光ケーブルを利用しまして、一般加入者に対しまして光通信サービスを提供す

る事になります。光ケーブルとネットワーク機器を貸出することになりますので貸付料が町の収

入となります。貸付料に関しましては、加入者１件、月額単位で換算されます。また町で設備し

ましたＩＰ－ＢＯＸの中にも通信会社の機器も入りますので、そちらの借受料も収入となります。

ランニングコストに関してですが、光ケーブルを電柱共架いたしますので、北電とＮＴＴに対し

まして電柱共架料が発生します。ＮＴＴの交換局内にも町所有のネットワーク機器が設備されま

すので、こちらの借受料が発生いたします。それ以外に発生する経費としましては、通信遮断な

どのトラブルを防止する為、電源装置及び監視用回線を２４時間通信会社が監視いたしますので、
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監視保守料が掛かります。もし、異常が発生した場合には通信業者から町に連絡が入り協議の上

で対応することになります。対応に係る経費については実費負担となります。最後に整備後の活

用ですが、今回の整備事業によって一般家庭に高速ネットワークサービスの利用が可能になりま

すので、光回線を利用しましたインターネットサービスを整備出来ることとなります。加入者側

としましてはパソコンによる利用はもちろんのこと、現在テレビなどの家電製品につきましても

インターネットを利用したサービスも出ておりますので、そう言ったサービスを利用出来たり、

また光ケ－ブルを利用した電話回線に切り替えることにより、電話機や電話番号はそのままで割

安のサービスが可能な光電話の利用も考えられます。行政側としましては、公開会議や議会中継

等をパソコンやテレビでご覧になれる動画配信の提供サービスや、高齢者の安否確認システム等

の福祉介護サービス。また、災害時などで電話が使用できない時にも対応できる防災システムが

可能となります。以上で説明を終わります。 

 

○総務課長 

 ただ今ご説明したとおり基本的な光ファイバー整備でございまして、こう言った、行政施設だ

けではなくして、今回家庭用光ファイバーの設置をし今後の将来の住民サービスに備えて、こう

言った形で事業を進めさせて頂きたいと考えてございます。前段で申し上げたとおり、今後本申

請の提出、本申請の採択、そう言ったスケジュールの中において、補正予算として臨時会若しく

は定例会に早い段階で提案させて頂きたい、かように考えていますので宜しくお願い申し上げま

す。以上です。 

 

○委員長 

 それでは地域情報通信基盤整備事業の推進についてと言うことで説明がございました。委員の

方、何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 これはちなみに、本申請そして議会の可決、予定通りになるとどれくらいで開通の形になって

来るのか。 

 

○総務課長 

 今般、前段で申し上げたとおり全国予算が４４３億という形で、全道一斉に始まるという形の

中で、かなり光ファイバーの製造自体がメーカーの方で間に合わないと言う状況がございまして、

我々としては早い段階と言うふうに考えてございますが、そう言った製造等を考えた場合につい

て最終的には繰越事業としての実施も止むを得ないかなと、こう言ったふうな考え方で現在おり

ます。一点を申し上げますと小清水については公約等でやってございましたので、今回の９月定

例会で、まだ本申請を上げる前に補正を上げると言う様な状況でございますが、本町においては

本申請を上げて、その後採択になった段階で当然補正予算を計上して行きたいと考えてございま

す。実質的には次年度を想定しながら、このようなスケジュールの中で進めて参りたいと考えて

ございます。また、今後補正を提案させていただく中において今後のスケジュール等についても

資料として提出、または改正内容をご報告させて頂きたい、かように考えてございますのでご理

解頂きたいと思います。 
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○委員長 

 宜しいですか。 

 

○勝又委員 

 はい。 

 

○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４番終わります。次５番目行きます。 

 

○総務課長 

 ５点目の平成２０年度健全化判断比率及び資金不足比率の関係についてでございますが、先の

常任委員会におきまして速報値をご報告申し上げておりましたが、最終的な数値が固まり、先月

から行われております監査委員の平成２０年度の決算審査に資料を提出してございますので、最

終的な数値について担当主査よりご報告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及び資金不足比率についてご説明を申し上げ

ます。資料の１４ページをご覧下さい。健全化判断比率及び資金不足比率については、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき監査委員の意

見として議会に報告するものでございます。８月の常任委員会で速報値をお示し致しましたが、

その後の精査によりまして一部訂正がございましたので、ご説明をいたします。まず実質赤字比

率、こちらにつきましては一般会計等の実質赤字額を標準財政規模で割った数字でございます。

本町におきましては、赤字が生じてございませんので数字については記入してございません。な

お、ご参考までに早期健全化基準、いわゆる黄色信号が１５％を超えると黄色信号。財政再生基

準でございます、赤信号と言われていますが２０％を超えると赤信号となります。続きまして連

結実質赤字比率，こちらにつきましては一般会計から特別会計の全ての赤字額を足しまして、そ

れを標準財政規模で割った数字でございます。本町におきましては、全ての会計において赤字が

生じてございませんので数値は記入してございません。なお、その下にありますように早期健全

化基準は２０％、財政再生基準は４０％となってございます。続きまして実質公債費比率でござ

いますが、これは地方債の借金返済額の割合の３年間の平均値でございます。本町におきまして

は１４．４％でございます。早期健全化基準は２５％以上、財政再生基準は３５％以上となって

おり、それらの数値より低いと言うふうにご理解頂きたいと思います。続きまして将来負担比率、

こちらでございますが、こちらは将来の借金負担の重さを示すものでございまして、こちら速報

値では９３．９％と言うふうにご説明をいたしましたが、その後公債費の負担分の増によりまし

て０．１％アップして９４．０％に変更してございます。なお、早期健全化基準の黄色信号につ

きましては３５０％を超えると黄色信号になります。続きまして資金不足比率でございますが、

これは公営企業合計の資金の不足の比率を示してございまして、本町におきましては簡易水道事
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業特別会計と農業集落排水事業特別会計が該当してございます。こちらは両会計共に赤字は生じ

てございません。そのため数値を記入してございません。また参考までに経営健全化基準といた

しましては２０％を超えると経営健全化基準に抵触するかと思います。健全化判断比率及び資金

不足比率につきましては現在監査委員の意見に附している段階でございまして、意見書が提出さ

れた後に議会へ報告しその後インターネット等で公表する事になります。なお、表の下側に前年

度の比較を記載してございますので後ほどご参照頂ければと存じます。以上でございます。 

 

○委員長 

 平成２０年度健全化判断比率及び資金不足比率と言うことで、何か委員の方ございませんでし

ょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ総務課全てで質問を受けたいと思いますが、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預きます。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 それでは町からの協議・報告と言うことで、生涯教育課より２点について説明をお願いいたし

ます。 

 

○学校教育Ｇ主幹 

 それでは、まず１点目の生涯教育課の所管する平成２１年度の一般会計補正予算についてご説

明いたします。概略調書をもちましてご説明いたします。１５ページをお開き頂きたいと思いま

す。１点目は公共施設等改修事業と言うことで、地域振興対策費で組んでおります地域活性化・

経済危機対策臨時交付金事業をもってするものでございまして、その中身につきましては清里町

学校のグラウンドの階段の改修事業を行うものでございます。現在設置している階段につきまし

ては木製の丸太の階段組みをしておりまして、設置以来１５年経過しておりまして丸太が腐食し

ている状況でございます。それで、それを擬木に改修するものでございます。位置図につきまし

ては次の１６ページに図面を載せさせて頂いています。階段は上段下段３箇所ございます。学校

から降りて行くアプローチとして３箇所ございまして、それぞれ駐車場からの、給食センター側

にあります清里小学校の駐車場からと言うことで、ご父兄の方も便利なように３箇所付けてござ

います。階段の総数は合わせまして１２７段ございます。それを丸太からプラスチックの擬木に

換えて行きたいと。擬木につきましては半永久的な物で、腐食等現在しておりますこれが解消さ

れるという事でプラスチックの擬木を選んでおります。また、若干、土が雨で流れておりますの

で木も補充しながら擬木に換えて行きたいとしております。その費用が２９４万円程計上させて

頂いております。臨時交付金につきましては２６４万６千円を充てるものでございます。次に教

育委員の道内視察と言うことで計画しておりまして、教育委員４名分の費用弁償を補正するもの

でございます。視察町村につきましては、えりも町、広尾町、新得町を予定しております。また、
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視察日数は２泊３日と言うことで計画いたしておりまして、１９年度から学力学習調査の実施さ

れておりますが、家庭教育の習慣化をえりも町で、また学力の向上の推進と言うことで広尾町で

考えておりまして、えりも町は日高管内の教育実践校と言うことで家庭教育、全道的に習慣化を

図っているとして清里町の教育委員会におきましても視察をして行きたいと考えております。ま

た学力向上の推進と言うことで、広尾町が文部科学省の指定校になっておりまして進めています

ので、全道的に推進地だと言うことで視察をして行きたいと考えております。また新得町につき

ましては清里町と同じような体系の季節形で運営する温水プールが設置されておりまして、ここ

を視察して参りたいと思っております。その費用が１２万５千円と言うことで９月の定例会に提

案して参りたいと思っておりますので、宜しくお願いいたします。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 補正予算概要について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 

 それでは無いということで、次②番お願いします。 

 

○生涯教育課長 

 光岳小学校の改築につきまして、１７ページの図面で説明をいたします。１７ページの図面右

側に凡例がつけておりますが、光岳小学校は現在使用している教室や体育館の中で解体する校舎

などについては斜線を引いております。また、改築する校舎部分は赤色で示しております。また、

教室ごとに解体面積と改築面積を書いてございますので全体の図面と併せてご覧頂きたいと思い

ます。図面右上の斜線の部分は図工教室と音楽室、準備室は耐力度調査に基づき解体するもので

ございます。図工室につきましては文部科学省の基準により設置出来ないことから、音楽室及び

準備室を合わせて赤色で示している部分、既存の校舎に隣接して改築するものでございます。次

に中央にある体育館でございますが、体育館につきましても耐力度調査によって改築が必要とな

りましたので、そのため解体し同じ場所に同じ程度の面積を有した体育館を改築しようとしてい

るものでございます。なお、建設場所の選定に当たっては体育館の南側にある桜の木やオンコ、

ミズキなどの大きな樹木の移植、また校舎と体育館の一体性など総合的に検討して現在地に建設

することとした次第でございます。今後とも光岳小学校に係る件につきましては、建築費や予算

計上など随時議会に状況を提案し協議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説明を終わります。宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 それでは光岳小学校改築のことについてお話がございました。委員の方については何かござい

ますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは教育課全てで無いでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 それでは終わらさせて頂きます。どうもご苦労様でした。 

 

○委員長 

 次回委員会に開催について、事務局。 

 

○事務局長 

 今のところ予定ございません。 

 

○委員長 

 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 

 事務局ございませんでしょうか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

  無ければ第７回総務文教常任委員会を終わらさせて頂きます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時２０分） 


