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第８回総務文教常任委員会会議録 

平成２１年１０月３０日（金） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １０時１５分 

 

 
○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●総務課 

①農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業関連施設基本設計の概要及び今後の事業執行予

定について 

②国１次補正事業の確定等に伴う事業執行計画及び補正予算措置について  

③地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の補正予算措置について  

④人事院勧告に伴う給与等関連条例の改正について  

 ●生涯教育課 

 ①網走地方教育研修センター組合規約の一部を変更する規約について  

②平成２１年度清里町中・高校生海外派遣研修事業について 

 ③新型インフルエンザの発生状況について  

 ④冬季オリンピックバンクーバー大会について  

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 
○出席委員（６名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 矢 定 雄 

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

       委 員    田 中    誠      委  員  中 西 安 次 

委 員    勝 又 武 司    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 
○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

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

■総務Ｇ総括主査    岸本 幸雄    ■企画財政Ｇ主査   熊谷 雄二 

■企画財政Ｇ主査    伊藤 浩幸    ■総務Ｇ主査     宮津 貴司 

■生涯教育課長     斉藤 敏美    ■学校教育Ｇ主幹   鈴木  敏 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長 村 上 孝 一 

    主  査 鈴 木 美穂子 

 

 

  ●開会の宣告 

○委員長 

 それでは、早速でありますけれど第８回総務文教常任委員会を開催させて頂きます。 

 

 

○委員長 

 最初に１番、町からの協議・報告事項と言うことで総務課から４点ございます。随時説明をお

願いしたいと思います。 

 

○総務課長 

おはようございます。総務課から４点、ご協議、ご報告を申し上げたいと思います。１点目に

つきましては農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業関連施設の基本設計が出来上がってご

ざいますので、その概要さらには今後の事業の執行予定についてご説明申し上げていきたい、か

ように考えてございます。ご存じのとおり事業の中身につきましては、２１年度の関係につきま

しては福祉センターを中心とした改築、緑清荘の宿泊棟を中心とした増築工事、さらにはＪＡが

事業主体となります麦乾施設、こういったものがメニューとしてございましたが、国の１次補正

に伴うもので事務的な執行が一時凍結された中で止まってございましたが、その後１０月の半ば、

１９日以降具体的な凍結事業が固まりまして、当町の事業については基本的には全て凍結の中に

は含まれていない、そう言った形が農水省と事務的に確認がとれてございますので、正式には今

後さらに具体的な事業の補助金、交付金の決定通知が１１月初旬から中旬になろうかと思います

が、具体的な部分について既に指令前着工の届け出を農水省に伺ってございますので、これから

ご説明する事業内容、概要について、そのあとで執行させて頂きたい、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お手元の議案におきまして担当

主幹よりご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主幹  

 それでは私のほうから、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業についてご説明させて頂

きたいと思います。まず２ページ目をご覧になって頂きたいと思います。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、去る９月８日開催されました常任委員会におきまして地

域資源活用交流促進施設・福祉センター及び農山漁村体験施設・緑清荘につきまして、基本計画

に基づく施設整備に当たっての基本的な考え方をご説明してきたところでございますが、今、課

長からご報告があった通り各施設の基本設計が終わってございます現段階における施設整備の概

要及び今後の事業執行スケジュールについてご説明をさせて頂きたいと思います。２ページ目で

ございますが事業費の内訳、事業費の財源内訳、そして事業行程を記載したものでございます。

施設の整備内容につきましては、後ほど３ページから５ページの基本設計平面図でご説明させて
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頂きます。まず１点目の事業費の内訳でございます。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、総事業費といたしまして３億６千２８０万円でございます。内訳といたしまし

て補助対象事業が工事費及び実施設計合わせまして３億４千７８０万円、単独事業費といたしま

しては既存施設の取り壊し費用の１千５００万円でございます。２１年度事業の財源の内訳とい

たしましては、補助事業対象事業費の２分の１を国庫補助であります農山漁村活性化プロジェク

ト支援交付金１億７千３９０万円、地元負担の９０％を地域活性化公共投資臨時交付金といたし

まして１億５千６５０万円。また、単独事業の１千５００万円につきましては地域活性化経済危

機対策臨時交付金を活用して参りたいと思っております。なお、残りの１千７４０万円につきま

しては補正債または過疎債で措置していく考えでございます。２点目は農山漁村体験施設・緑清

荘でございます。総事業費８億７６０万円。内訳といたしましては宿泊施設の増築に係る補助対

象事業費におきまして工事費及び実施設計合わせまして５億２千４６０万円、単独事業といたし

ましてはレストラン部分の増築及び旧施設の一部改修工事、実施設計に係る費用２億８千３００

万円でございます。整備実施年度につきましては、宿泊施設の増築と宿泊施設に併設されますレ

ストランにつきましては平成２１年度。また、既存施設の改修及び外構施設につきましては平成

２２年度といたしまして、２ヶ年において施設の整備を実施していきたいと言う風に考えてござ

います。２１年度の実施に伴う財源の内訳でございますが、補助対象事業費の２分の１を国庫補

助であります農山漁村活性化プロジェクト交付金２億６千２３０万円、地元負担分の９０％を地

域活性化公共投資臨時交付金２億３千６００万円。単独事業の実施設計費７３０万円につきまし

ては地域活性化経済危機対策臨時交付金を活用いたしまして、残りの１億６千５００万円につき

ましては補正債または過疎債にて措置していく予定でございます。事業の行程でございますが、

８月１０日で交付対象事業の内示を受けておりまして、事業実施に向けて準備を進めてきたとこ

ろでございますが、国の１次補正予算見直し作業等により当初予定から遅れが出てきているとこ

ろでございます。補助対象事業の実施に向けまして事業の推進を図ってまいります。今後、常任

委員会に逐次協議・報告を申し上げるとともに臨時議会及び定例会に必要な議案を上程して参り

ますのでご理解を頂きたいと存じます。それではスケジュールについて具体的にご説明させて頂

きます。地域資源活用交流促進施設及び農山漁村体験施設の実施設計及び地質調査につきまして

は１１月上旬から２月上旬にかけて実施をしていきたいと言う風に考えております。その結果に

基づきまして２月の上旬に各施設の補助対象工事費及び緑清荘のレストラン増築に係る単独工事

費の補正予算を計上させて頂きたいと考えてございます。その後、３月に工事発注をし、繰越の

手続きを行って参ります。工事期間といたしましては、地域資源活用交流促進施設は明年の９月

の下旬、農山漁村体験施設の宿泊施設とレストランの増築施設につきましては明年の１０月下旬

を目途に工事を実施して参りたいと考えてございます。また、福祉センターの取り壊しにつきま

しては、新たに建設する施設が速やかに工事着手できるよう、１１月下旬に補正予算を計上し年

度内に工事を実施して参りたいと言う風に考えてございます。なお、緑清荘の既存施設の改修等

に係る単独事業費につきましては、２２年度当初予算に計上し事業を展開して参りたいと言う風

に考えてございます。工事期間といたしまして、外構工事につきましては５月から１１月。既存

施設の改修につきましては、利用状況等を勘案した中で工事準備期間を考慮して１１月下旬を目

途に実施して参りたいと言う風に考えてございます。なお、各施設の備品購入等につきましては

２２年度の６月に補正予算を計上させて頂きたいと言う風に考えております。 

 続きまして施設の整備概要でございます。３ページ目をご覧になって頂きたいと思います。地

域資源活用交流促進施設と言うことで福祉センターの関係でございます。役場庁舎の東側の既存
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施設の跡地を活用し、総床面積９７４平方メートルの鉄筋コンクリート造りの２階建てでござい

ます。３ページは１階の平面図でございますが、研修ホール、研修室として和室が２部屋、研修

室として洋室が１部屋、その他調理研修室、多目的トイレ、エレベーターなどを完備した床面積

７９８平方メートルでございます。なお、大ホールにつきましては葬儀等を想定した場合に約３

６０名ほど収容できる面積となってございます。４ページ目をご覧になって頂きたいと思います。

２階でございます。２階につきましては可動間仕切りができるように１つの研修室機能などを持

った洋室２部屋、その他トイレなどで床面積が約１７７平方メートルでございます。また、渡り

廊下にて役場庁舎との動線を確保してございます。５ページ目をご覧になって頂きたいと思いま

す。農山漁村体験施設・緑清荘の増築に係る基本設計の平面図でございます。新たに増築する宿

泊棟につきましては斜里岳の眺望等を考慮しながら、既存施設の南側にレストランを併設した総

床面積１千９１８平方メートルの鉄筋コンクリート造りでございます。宿泊棟につきましては３

階建てといたしまして、各階ごとに洋室のツインが６部屋、洋室のシングルが２部屋、和洋室が

２部屋、合計が３階まで合わせまして３０室の宿泊施設となってございます。その他エレベータ

ーホール、リネン室などを完備した床面積約１千５４８平方メートルの施設となってございます。

レストランにつきましてはホール、トイレ等含めまして床面積３７４平方メートルとなってござ

います。テラスも整備する計画でございます。２点目といたしまして既存施設の改修整備でござ

います。既存施設の改修につきましては機械設備等を含めました既存浴室の改修、多目的浴室の

整備、エレベーターの整備、既存レストランにおけるスペースの整備、その他既存施設の宿泊棟

の修繕を行う予定でございます。なお、今後、ご説明いたしました基本設計を基に２つの施設の

実施設計を行いながら、随時、常任委員会に協議・報告を申し上げて参りますのでご理解のほど

をお願いいたします。以上でございます。 

 

○総務課長 

 既に９月の段階におきまして全体的な運営計画、収支を含めた部分でご報告を申し上げたとこ

ろでございますが、今回、基本設計が終了した段階で９月時点とは若干異なった部分がございま

すので、その主な内容についてかいつまんで概要をお話し申し上げたいと思います。福祉センタ

ーにつきましては前回の資料の中におきましては約４億円程度の事業費を見込んでございました

が、今回の基本設計レベルで、若干コンパクトと言う形になりまして、全体的な事業費、記載の

通り３億６千２８０万円程度、こう言った内容に、現段階では少しコンパクトな、そう言った事

業内容にさせて頂いている。さらに緑清荘の関係でございますけれども、先の委員会で委員から

ご意見を伺いました福祉風呂的な、多目的な風呂、こう言った要素を増やしたり旧館のほうの一

部改修、こう言ったことも必要ではないかと言うご意見も賜りましたので、そう言った要素等を

今回の基本設計の段階に含めさせて頂いた。但し、事業費等の全体的な、単独事業の予定の関係

から、前回、考え方の方向性として検討要素がありました宿泊専用の風呂については今回の基本

設計の中からは外してあると、こう言った内容になってございまして、トータルで申し上げます

と補助部分については大きな変更はございませんが、先ほど申し上げました福祉風呂または既存

施設の調整等、そう言った段階におきまして単独関係のものについては若干前回説明したより膨

らむ、こう言った内容になってございます。併せまして事業行程の関係で申し上げますと、前回

は両施設ともほぼ１２月の完了と言う形もございましたが、町民の利用または影響等を考えた場

合について、できるだけ行程を短縮して行く、そう言った考え方においてもう一度精査させて頂

いた、こう言った形になってございます。今後、実施設計を発注して参りますので、先ほど担当
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者が申した通り一つの段階において、議会、それぞれの常任委員会に協議をさせて頂くとともに

必要な補正または関係する議決、こう言ったものを上程させて頂きたい、かように考えてござい

ます。また、１１月以降具体的な事務的な内容の詰め、こう言ったものを最終的に農水産省とも

必要になりましょうし、また財源的な手当てにつきましても起債等の関係については道と、さら

には公共投資臨時交付金等については財務省当局、こう言ったことも細かい調整があろうかと思

いますが、現段階においてこう言った考え方について是非ご理解を賜りたいと思います。以上で

ございます。 

 

○委員長 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業関連施設基本設計の説明がございました。委員の

方、何か質疑を受けたいと思います。 

 

○勝又委員 

 福祉センターの関係ですが、既存施設と今回の大きさ、面積を比べた場合どれくらい違うのか。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 既存施設の大きさが６７０平方メートル、１階と２階合わせてでございます。今回の基本設計

におきましてはトータルで約９７０平方メートルでございますので、だいたい２割程度の増にな

っております。先ほどお話しした通り、ホールにつきましては既存施設は２９０平方メートルご

ざいますが、実際に使える部分として、真ん中に柱がございますので実際に使える部分は約１８

０平方メートル程度でございます。今回の大ホールにつきましては約２６０平方メートルと言う

考え方を持っていますので、約５割増しの広さになろうかと言うことで先ほど述べた通り３００

何がしの人数が収容できる広さと言うことになります。 

 

○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 

 無ければ次に進みます。 

②についてお願いいたします。 

 

○総務課長 

議案の６ページをお開き頂きたいと存じます。先ほどお話し申し上げた通り、前段の農山漁村

も同じでございますが、国の１次補正の関係でございますけれど、一部、凍結または内容見直し

になったものもございますが、事業がほぼ固まった内容になってございますので、今後、当町に

おきましても関連する事業についての執行体制、こう言ったものをとって参りたい、かように考

えてございます。具体的な内容については担当主査からそれぞれ説明申し上げますが、１点、１）

の②の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、穀類乾燥調製貯蔵施設の２年次部分でござ

いますが、今回この事業につきましてはおおよそ１１億程度の、農協が実施主体と言う形の中で、

今年度の分については既にそれぞれ農協で準備を進めてございますが、今般、事務的なレベルで
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ございますが、農水省より明年度分について前倒しで当町に追加配分をして行きたいと、そう言

った事務協議がきてございます。現在、最終段階として農協とその詰めを行ってございますので、

計画主体である町当局並びに実施主体である農協、今年度の中で予算措置されればその方向の中

で準備を進めて行きたい、こう言った方向で、今、様々な協議を行ってございますので、今後農

水省より正式な、そう言った決定等があった場合については適時、また委員会の方に報告をさせ

て頂きながら今年度の早い段階での補正予算、こう言ったものをお願いし、今年度で完全に予算

の確保を図って明年度の収穫に間に合うような施設体制を図るべく努力をして行きたい。このよ

うに考えていますので併せてご理解を賜りたいと思います。全体的な内容については担当主査よ

りご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

それでは、国の１次補正の確定に伴います事業執行計画及び補正予算措置についてご説明をい

たしたいと思います。１番目の１１月臨時会補正予算上程予定事業についてでございますが、大

きく２つの事業を上程する予定でございます。一つ目が地域情報通信基盤整備事業でございまし

て、この事業は国の交付金を活用して実施する事業でございます。現在、インターネット等の通

信回線として使用しておりますアナログ回線、これをより早く伝達が可能な光回線にするため光

ケーブルの敷設と光ケーブルを管理するための交換局、こちらの整備をし高速インターネットを

可能とする事業でございます。事業概算額につきましては４億６千２００万円でございまして、

事業の詳細につきましては、この後、総務担当よりご説明を申し上げます。２つ目の農山漁村活

性化プロジェクト支援交付金事業は、先ほど課長のほうよりご説明がありました２１年、２２年

の２ヶ年計画で実施をする予定であります、農協が事業主体で実施しております穀類乾燥調製貯

蔵施設について２２年度事業予定分を２１年度に前倒しして実施するものでございます。現在調

整中でございまして、調整が整い次第、１１月補正予算に上程させて頂きたいと言う風に存じま

す。２点目の１２月定例会以降の補正予算上程予定事業につきましては、今現在想定されます上

程事業であります。①といたしまして全国瞬時警報システム整備事業でございまして、これは、

津波、地震、これら予測できない時間的余裕のない災害につきまして通信衛星を用いまして、消

防庁から市町村へ情報を伝達するためのシステム整備事業となってございます。国の交付金を活

用いたしまして、国民保護法に基づく全国一斉の警報通報システムの整備事業といたしまして新

たに計上するものでございます。事業費は概算額で１３０万円を予定してございます。②の子育

て応援特別手当支給事業につきましては、国の子育て応援特別手当交付金を活用した１０割補助

事業といたしまして９月に補正をさせて頂きました事業でございましたが、今般、国の補助事業

の凍結によりまして歳入、歳出ともに減額をするものでございます。③の理科教材整備事業につ

きましては、国が２分の１を負担する補助事業といたしまして８月に補正予算を計上させて頂き

ました事業でございますが、この事業につきましても国の事業が凍結したため、歳入であります

国からの理科教材整備事業補助金２３７万円を減額し、財源を一般財源に振り替えるものでござ

います。以上が現在想定されております国の１次補正予算関連の１２月以降補正予算上程予定事

業でございますが、今後、情勢の変化に伴いまして変更等もあり得ますこともご了知頂きたいと

思います。続きまして、地域情報通信基盤整備事業につきまして総務担当よりご説明申し上げま

す。 

 

○総務Ｇ総括主査 
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それでは７ページをご覧頂きたいと思います。地域情報通信基盤整備事業と言うことで、この

関係につきましても９月常任委員会におきまして概要等説明させて頂いております。今回、１１

月臨時会の上程に当たりまして内容精査の上、事業費、財源内訳、事業内容等をお話させて頂き

ます。まず事業費、財源内訳についてご説明いたします。先ほど財政主査より申し上げました総

事業費につきましては４億６千２００万円、その内の財源といたしまして交付金、地域情報通信

基盤推進交付金１億５千４００万円。残り地元負担３億８００万円となりますが、この内の９割

が地域活性化・公共投資臨時交付金として２億７千７２０万円を予定しております。残りが地方

債、過疎債の充当を予定しておりますが、こちらが３千８０万円と言うことで予定しております。

事業費の中の内訳でございますが、上の欄をご覧頂きたいと思います。本体工事費４億１千５２

２万６千円でございます。設計費につきましては電柱共架・道路河川占用申請書作成に１千６２

９万４千円、光伝送系統図等作成２千８３万１千円、共通経費として９６４万９千円となります。 

合わせまして４億６千２００万円でございます。事業行程につきましては下の表でございまして、

今後１２月中には国へ交付申請を行い、交付決定を受けた後、公募型のプロポーザル方式により

まして事業者の選定を行って参りたいと言う風に考えております。この作業を１２月、１月に行

いまして、事業者を決定後、来年、年明けの２月臨時会には契約締結の議決議案を上程させて頂

きたい。また、事業につきましては２２年度までの繰越事業となりますので、その後３月議会に

おいての繰越承認を受けて行きたいと言う風に考えております。事業の調査、設計が２月、３月。

本体のケーブルの敷設工事、また、札弦、緑の局舎の工事につきまして２２年度中と言うことで、

４月から１２月の間で事業完了を予定してございます。事業内容につきましては下に記載してあ

ります通り、光ケーブルの敷設が総延長１５１キロメートルを予定しております。具体的には北

電柱またはＮＴＴ柱のほうに共架をすると言うことで、全町内全域に敷設をする予定でございま

す。２番目の局舎の整備と言うことで、それぞれ交換局と言うことで、札弦局あるいは緑局のほ

うにＩＴボックスの施設の整備を予定しております。清里につきましては既にございますＮＴＴ

の交換局内に設置をすると言う予定でございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 ②でございます。国１次補正事業の確定等に伴う事業執行計画及び補正予算措置についてと言

うことでございます。委員の方、質疑を受けたいと思いますが、何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に移ります。③番、宜しくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 ３点目の地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の関係でございますが、既に６月定例会、

８月臨時会、９月定例会において所要の補正を行い、それぞれの事業についてそれぞれ執行して

いるところでございますが、当町への限度額の配分については１億９千何がし、こう言った額に

なってございまして、１２月の段階において最終的な申請事務が生じる、こう言ったものもござ

いまして、今後残額について具体的な事業を取り進めて行きたい、かように考えてございますの

で宜しくお願いしたいと思います。この後、担当者より具体的な内容についてご説明申し上げま

すが、その中に診療所の関係、こう言ったものについても出来うる限り今回の経済危機対策臨時
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交付金、そう言った中で対応できるものについてはやって行きたいと思いますし、具体的な内容

については現在まで議員協議会で担当課よりご説明申し上げた経過もございますし、詳細の内容

については担当課より今後、委員会または議員協議会にほうに逐次細かい内容について説明させ

て頂く、そう言った前提で今回は予算枠として補正枠を提案させて頂いた、こう言ったご理解を

宜しくお願い申し上げます。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 

 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の補正予算措置についてご説明を申し上げます。資

料の８ぺージをご覧頂きたいと存じます。本事業につきましては本町への交付限度額が１億９千

１１７万６千円でございまして、６月、８月、９月、延べ３回にわたりまして１億３千１９万９

千円を補正計上してございます。今回の１１月補正で交付金の残額６千９７万９千円を計上する

ものでございます。１１月で予定している事業につきましては、事業費ベースでご説明いたしま

すと公共施設等修繕事業の医師住宅修繕に３０万円、診療所カーペット修繕に７５万６千円。公

共施設等改修事業の福祉センター取り壊し、先ほど主幹のほうからご説明がありました単費の部

分でございます、こちらに１千５００万円。公共施設等備品整備事業の診療所医療機器整備に６

千６４２万３千円を計上するものでございます。これらの事業につきましては全て町の単独事業

でございまして、事業費の合計が８千２４７万９千円となってございます。上の医師住宅修繕か

ら福祉センター取り壊し事業まで、事業費の９割につきまして臨時交付金を充当してございます。

また、交付金限度額の残額４千６５２万７千円につきまして診療所医療機器に充当をし、調整を

してございます。なお、地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業につきましては６月に補正を

させて頂きまして、その後、随時、入札や見積合わせ等事業の執行をしてございますが、請負金

額が確定しまして交付金及び一般財源の充当等に調整が必要となった場合、こちらにつきまして

は財源振替等の補正を計上させて頂きたいと存じます。また、診療所医療機器整備につきまして

は事業費を概算額として計上してございますが、事業の詳細につきましては担当課よりご協議申

し上げますので宜しくお願いをしたいと存じます。地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の

補正予算措置については以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今説明がございました地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の補正予算措置について、

委員の方、何かございませんでしょうか。 

 

○勝又委員 

 公共施設等備品整備事業と言うことで診療所の医療機器ですが、医療機器も古くなっているの

でもう少し掛かる部分だったのかと思いますが、内訳等お知らせ下さい。 

 

○総務課長 

 今日の委員会の中におきましても、担当課より具体的な方向性等をご説明すると言うことにな

っておりますので、担当課のほうよりお聞き頂きたいと思っております。また、現在まで議員協

議会のほうに逐次、医師の確保ですとか細かい内容を説明をしてございますし、現段階において

も進捗状況等につきましても、今日の委員会で触れる部分とこれから議会にお願いして議員協議

会の開催等の中で今までの経過を含めてご説明すると言う形の中で事務準備を進めてございます
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ので、その中で確認をして頂ければ有りがたい、かように考えてございます。 

 

○委員長 

 他にございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは③番終わらさせて頂きます。 

 最後④番お願いいたします。 

 

○総務課長 

 既にご存じのとおり人事院勧告に伴う給与関係につきましては、特に手当の部分では臨時的な

緊急措置として０.２ヶ月分の引き下げ、そう言ったものが行われた訳でございますけれども、今

般、１２月１日を基準日とした今後の給与等の条例改正を含めた部分での方向性、基本的な考え

方についてご説明し、今後の１１月臨時会に向け関連する条例等についての上程をお願いして行

きたい、かように考えてございます。基本的には、町の考え方としては人事院勧告を準拠した内

容での改正を今後提案させて頂きたい、かように考えてございます。また、関連する予算の部分

でございますけれども、今回はマイナス改定になりますので、基本的な部分については予算につ

いては内数になりますので、１１月臨時議会におきましては条例関係の改正のみを提案させて頂

き、３月の最後の定例会におきまして全体的な部分での予算の上げ下げ、そう言ったものを行な

わさせて頂きたい。ただ、一部の人勧に関係ない共済費等、議会の議員さん達も同じでしょうけ

れども、共済費の利率が変わってございますので、こう言ったものの不足額については１２月定

例会等において必要なものについては補正提案をさせて頂きたい、かように考えてございますの

で宜しくお願いしたいと思います。具体的内容については担当主査よりご説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは、平成２１年度人事院勧告の概要につきましてご説明申し上げます。今、丁度開催中

の国会にて法案審議がされているところでございますが、近年の景気減退によります民間企業の

業績悪化、それらを鑑みまして国家公務員の給与に対し月例給及びボーナスの引き下げ並びに持

家住宅手当の廃止の勧告が出されております。月例給与につきましては、一部の若年層を除きま

して年間平均０.２２％の引き下げ。持家住宅手当につきましては新築、購入後５年間につき月額

２千５００円支給していたものを廃止とさせて頂いております。また、ボーナスにつきましては

年間０.３５月分の引き下げとなりまして、これによりまして年間支給月数は４.５月から４.１５月

の支給となります。補足となりますが、本年５月の臨時勧告に基づきまして既に夏のボーナスで

暫定的に０.２月分の引き下げ支給をしております。ですので、残りの０.１５月分を冬のボーナス

から引き下げさせて頂くと言うような支給状況になってございます。以上、勧告の内容を簡単に

ご説明申し上げましたが、本町におきましてもこれまで同様、国家公務員に準拠と言う考えに立

ちまして同様の措置を行って参りたいと言う風に考えてございまして、職員給与条例を初めとい

たします関係条例を改正して参りたいと考えております。また、一般職員同様、町議会議員の皆

さま並びに町長等の特別職につきましても同様の措置を行って参りたいと考えまして、関係条例

の改正を今後行って参りたいと言う風に考えてございます。以上、簡単ですが説明を終わらさせ
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て頂きます。 

 

○委員長 

人事院勧告に伴う給与等関連条例の改正についてと言うことであります。委員の方、何かござ

いませんでしょうか。  

 

○議長 

 確認しておきたいのですが、今の説明の中で、民間情勢の悪化に伴って人事院勧告で一般職員

並びに議員も含めて下げると。当然の事でございますが、町内の経済状況、新年度の町税、歳入

にも影響してくると思いますので確認しておきたいと思っておりますが、どの程度把握している

のか。夏のボーナスの支給はもう終わっている訳で、どの程度民間の業績が悪化しているのか把

握しているのかと思いまして。ここに至って、基幹産業の農業も天候不順で厳しい状況であると

言うことで税収の先も厳しいのかと、こう思っていますが。人事院勧告は削られてもボーナスは

当たると。民間では、一説では夏のボーナスはすずめの涙であり冬は出ないんじゃないかと言う

所が、地域の大きいところでもそう言うことが有るような話を聞いていますが、その辺を把握し

ているのかどうか。 

 

○総務課長 

 経済動向に伴う町内のそう言った環境でございますが、私ども財政を担当する総務課としても

臨時の人事院勧告がなされた段階、村尾議長からご意見があった通り町内の大手においても夏の

ボーナスが非常に低かったと言う実態について知ってございます。その他町内の中小の事業所に

おいても今般の夏のボーナスは非常に厳しい環境であったと、こう言った声も聞いてございます。

具体的に調査等を行った訳ではございませんが、そう言った非常に冷え込んだ状況の中において

消費マインドも落ちて行きましょうし、また今後年末にかけてもなかなか明るい展望が開けて来

ていない、そう言った状況についても充分掌握をして行く、このような考えでございます。そう

言った中において直接的な施策等、雇用の関係については全てしきれない部分もありますけれど

も、当町におきましても特に中小・零細、またはそう言った部分の事業所関係については、先ほ

どご説明申し上げました経済対策の中において昨年から引き続ききめ細やかな事業の発注等、修

繕的な事業、雇用の関係、発注しているところでございますが、なかなか、これだけ冷え込んだ

状況の中では完全な効果と言うものがなかなか難しい、困難な状況にある、こう言った認識に立

ってございます。農業関係についても特に夏の冷夏、雨の関係で、他町村を比較すると良かった  

と言うことでございますが、全体的な平年と比べてとか、麦やビートや、じゃがいも等も収穫の

時期でありますが結果がどう言う風になるか、なかなか予想しがたい部分でございますが、豆類

等については次の花が先に上がっていない、そんな状況も聞いてございますし、今般論議されて

いる税制の改革の中でそう言ったものがどのような方向に行くのか、こう言ったことを見極めな

がら、当然、もう一度全町的に協議しながら２２年度の予算編成に当たって行きたい、このよう

に考えてございますが、今年度の年末の段階におきましても色んな部分で厳しい環境が町内に生

じている、こう言った認識が、議員の皆様とともに町側としても共通のものを持っている、この

ようにご理解を頂きたいと存じます。 

 

○議長 
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 かなり厳しいと言うことは認識していると言うことですが、民主党が今回政権を取った訳です

がコンクリートから人へと、このように言っている訳です。そういう状況、認識している中で緑

清荘とか福祉センター、９割補助でやると言うこと、これは結構ですが、そう言う状況の中で我

が町も民主党政権に併せてコンクリートから人へと言う配慮が、今回の補正も含めて１２月の定

例会にかけるそうですが、見えてこないんだけれど、その辺を考えているのかどうか。 

 

○総務課長 

 当然、雇用等の関係におきましては具体的な部分、または経済的な効果が、こう言った事業発

注において町内においてどう言った波及効果があるのかと言う形、しくみの問題も当然あるかと

思いますし町内における幅広い経済波及効果が当町中の人によって生じていくような工夫、こう

言ったことを大型事業についても当然、今後意を用いて行きたい。このように考えますし、また

議長からご意見があった具体的な中身、当町においては安心・安全な、福祉を柱としながら町制

運営を現在までわたって来てございますが、そう言った危機的、または非常に不安な状態にある

と言うことを充分に認識して必要な検討と言うものは事務的にもさせて頂きたい。この様に考え

てございますし、今後１２月定例会に向けて何ができるかと言うことについても、基本的には色

んな手法、そう言ったものを検討する余地があるのかと言う風に考えてございますので、その点

についてもご理解頂きたい。また、併せて、なかなか充分なものではございませんでしたが、我

々としては昨年の１２月の補正の段階から先ほど申し上げました当初予算の編成に当たっての地

域経済対策、さらには具体的な補正予算についても、そう言った雇用の関係についてはある程度

出してきているのではないかと。ただ、さらにそれに加えて今後とも人ではないかと言う主旨の

ご質問と思いますので、その点も充分頭に入れながら理事者とも協議をさせて頂きたい、かよう

に存じております。 

 

○委員長 

 その他、何かご質問があったら受けたいと思いますが。 

（「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。 

 

○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４点ございます。随時説明をお願

いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 網走地方教育研修センター組合規約の一部を変更する規約につきまして、１０ページで説明さ

せて頂きます。本件につきましては、平成２１年１０月１日に上湧別町と湧別町が合併し湧別町

になったことにより変更するものでございます。網走地方教育研修センターは網走支庁管内の町

職員研修や調査・研究を行う機関で、一部事務組合規約の変更は組合を構成する市町村の議会の

議決を経て北海道知事の許可を受けることとされており、１２月定例議会において議会提案を予

定しているところでございます。それでは変更の内容を新旧対照表によりご説明申し上げます。    
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変更点につきましては組合を構成する市町村の合併に伴うもので、上湧別町と湧別町が合併し湧

別町になったことによる構成市町村の変更でございます。以上説明を終わります。 

 それでは続けまして、平成２１年度清里町中・高校生海外派遣研修事業につきましてご説明い

たします。清里町中・高校生海外派遣研修事業は本年で２０回目の派遣事業となりました。本年

の参加者につきましては清里中学校、清里高校の２学年の中で海外研修事業を希望された生徒の

中から各学校長の推薦により選考されました生徒１４名、引率教員につきましては各学校からそ

れぞれ１名づつ、町の引率職員につきましては教育委員会生涯教育課社会教育グループ和田で、

ＡＥＴのグレン・ランカスターが同行するものでございます。研修日程でございますが次のペー

ジでございます。平成２２年２月９日に清里町を出発し１９日までの１０泊１１日間で、この間、

モトエカ町での６日間のホームスティやモトエカ高校体験入学、モトエカ町の町内見学など交流

を通じまして、広く異なる文化や生活を体験し、たくましく生きる青少年の育成を図ることを目

的として実施されるものでございます。以上、清里町中・高校生海外派遣研修事業についての説

明を終わります。 

 続きましてインフルエンザの発生状況につきまして、鈴木主幹よりご説明いたします。 

 

○学校教育Ｇ主幹 

 それでは、別途配布をいたしております新型インフルエンザの発生状況についてと言う資料を

ご覧下さい。昨日現在の清里町の小中学生の発生者数でございますが、児童・生徒につきまして

は１２名おります。清里小学校で１名、光岳小学校で６名、清里中学校で５名、計１２名が確定

しております。ここに数字は記載しておりませんが、清里高校で１名、保育所で６名という、昨

日現在の数になっております。また、小中学校の発生患者の症状及び回復状況でございますが、

１０月１４日に最初の疑似感染者が発生しております。これは生徒１名、教諭１名が発熱し、当

日の午後下校し翌日になっても熱が下がらず日赤で受診の結果インフルエンザと診断されており

ます。その後、接触者のほうにも感染が広がっておりますが、同様の症状で受診し病院からイン

フルエンザと診断されております。感染された方は病院から処方された薬を服用して、数日間自

宅療養で下熱、発熱後１週間程度で平常に回復し通学されております。下熱後２日間は病院の方

から外出を避けるようにと言うことで自宅療養等をしております。また、最初の感染者２名は１

０月１０日深川で開催されました全道中学校駅伝に参加した生徒と先生と言うことになります。

それまで、教育委員会のインフルエンザに対する対応と言うことで、校長会等を通じて周知、徹

底をしていたところでございますが、学校長会議におきまして未然防止策、連絡体制の確立、発

生時の迅速な対応、蔓延防止対策と言うことで、周知・説明等を行っております。また、保護者

の方には平常のうがい、手洗いの励行等、学校長からの文書配布で処置をしていたところでござ

います。今回の発生につきまして各学校の状況と言うことで、各学校で臨時休校、学年閉鎖等を

しております。清里中学校につきましては１０月１６日から２１日までの臨時休校をしておりま

す。発生当時は３名の患者数がおりまして、接触をしていると言うことから蔓延防止と言う観点

からいたしております。また、１０月の２２日から２３日の間、第１学年の学級閉鎖をしており

ます。この時点では１５名のインフルエンザ患者がおりました。さらに学校祭の延期もしており

まして、本日から明日の土曜日までに延期をいたしております。また、学校で計画をしておりま

したことぶき大学との交流会を中止し現在に至っております。保護者の皆さんへの対応と言うこ

とで各家庭に健康観察カード、国のほうからも示されている毎日の健康状態の把握を確認するカ

ードでございますが、 
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各家庭において熱などの状況を記入して頂いて、うがい、手洗いを励行、健康確認を実施してお

ります。清里小学校におきましては２２日の時点で７名の発生がございました。現在は１名と言

うことで沈静化に向かっておりますが、臨時休校を実施しております。学芸会は２５日でしたが

１１月８日に延期しております。生徒、保護者への対応につきましては先ほど中学校で説明した

と同一の対応を各学校に指示しております。光岳小学校におきましては、１０月２６日午後から

１１月１日まで臨時休校措置をとっております。学芸会の延期と言うことで１１月８日予定を１

１月２２日に変更しております。以上がインフルエンザのこれまでの経過と言うことで説明を終

わります。 

 

○生涯教育課長 

 続きまして４番目の冬季オリンピックバンクーバー大会につきまして、１３ページと１４ペー

ジで説明をさせて頂きます。１番目の清里町オリンピックスピードスケート選手後援会役員会を

１０月２６日に開催しておりまして、これから説明いたします項目を決定させて頂いたところで

ございます。その結果、来年２月に開催されますバンクーバーオリンピックに向けた清里町の応

援組織体制が築かれたかと思っているところでございます。また、後援会役員会での議案並びに

審議の結果につきましては、役員の皆様に事前に郵送させて頂いたところでございます。次、２

番目の出場候補選手につきましては岡崎朋美選手でございます。当初、後援会では糸川選手も含

めて２名を候補選手としておりましたが、糸川選手のお父さんのほうから息子は専修大学の監督

も務めているし、今、オリンピックを目指す記録を出せるような状況でもないので候補選手から

は辞退させて頂きたいと言う強い要望がございましたので、後援会役員会でその事を了承したと

ころでございます。次に３番目の出場選手の選考でございますが、第１次内定と最終選考がござ

いまして、ワールドカップの第５選、５回の結果が優秀な場合には内定がなされます。それ以外

につきましては、１２月２８日から長野市で開催されます最終選考で決定するものでございます。

岡崎選手につきましてはワールドカップ出場を選考する先の２３日からの大会で５００メート

ル、１，０００メートルに２位となられましてワールドカップ出場選手に決定しておりますので、

優秀な成績を収められまして早い内に内定されますことが期待されます。次に４番目のバンクー

バーオリンピックの日程でございますが、２月１６日が５００メートル、１８日が１，０００メ

ートルとなっております。応援団のツアー日程につきましては次のページの通りでございますが、  

２月１５日に清里町を出発、５００メートル、１，０００メートルの応援・観戦を行いまして、

２月２０日に帰町する５泊６日の行程を予定しているところでございます。５番目のその他でご

ざいますが、後援会は応援者について後援会推薦枠を４名としまして次の方を推薦することに決

定いたしました。議会議長さんの村尾富造さん、教育委員長さんの二俣勝さん、体育協会会長さ

んの田中誠さん、そして、これまでスピードスケートを熱心に応援して来られました樫村勇さん

を推薦いたしましたのでご報告いたします。次に後援会の予算でございますが、選手支援金、選

手家族助成金、応援者の実費旅費助成金並びに看板や横断幕を作る活動費につきまして、オリン

ピック選手が決定した後の議会に必要額を提案させて頂くことを予定しておりますので、宜しく

お願いいたします。以上で冬季オリンピックバンクーバー大会の説明を終わります。教育委員会

からの提案４項目、これで全て終わります。宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 生涯教育課の１点目、網走地方教育研修センター組合規約の一部の改正であります。２番目、
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２１年度清里町中・高校生海外派遣研修事業であります。３番、新型インフルエンザの発生状況。  

 ４番、冬季オリンピックバンクーバー大会の説明でございました。４点ございましたが、委員

の方何かございませんでしょうか。  

 

○加藤委員 

 最後のオリンピック関係のことですが、非常に岡崎選手の出場を期待したいと思いますし、当

然のように全町挙げての応援という形を取ると言うことで結構なことだと思います。ただ今応援

に行くメンバー４名の方々の予算措置等が出された訳ですが、仮に町内の多くの方々が応援に行

きたいとなった場合の考え方、捉え方。実際問題としてどのように捉えているのか見解をお伺い

いたします。 

 

○生涯教育課長 

 後援会の役員会の中でその辺の話も出たんですが、町民に広く応援ツアー等を募集した時に余

りスポーツに関係しない人からも出てくる可能性があるし、年齢制限はどうなのかと言う問題も

出てくるし、予想以上に人数が出てくる場合等、色々あるので後援会としましてはスピードスケ

ートやスポーツに精通している方々に行って頂くのが宜しいのではないかと。意見として出まし

たのは、岡崎選手の年齢的な部分等も含めて今回が最後になる可能性もあると言うことから、過

去には２名の推薦枠で行っていたことも多いですが今回は４名にして行って頂こうと、後援会が

推薦しようと言うことで決定したところでございます。以上です。 

 

○加藤委員 

 経過的には今説明を受けた訳でありますが、そう言う色んな要件の中から今回こう言うことに

したと。理解はできる訳ですが仮に最後だとすれば、例えば町民の何人かが結果的に行ったと、

そうなった時どうなのかと言うこと、充分に考えなければならない事である気がしまして。前回

の予算額と仮に行った時の今回の予算額では莫大な数字の差が出てくる訳でありまして。本当に

応援する形がこうなのかと。４名の方とありますが多分町長あたりも別枠で行くんだろうと捉え

る訳でありますが、そうすると町全体のその部分というものを捉えた時に、最後のチャンスだと

すれば尚さらのように、考えるべき事はないのかと言うことだけお伝えしておきたい。 

 

○生涯教育課長 

 ４名の推薦枠以外の１名という部分、今、町長さんと言う話も出ましたが、先ほど私の説明不

足でございましたが、ご質問の通り４名の推薦枠の他に行政から１名引率者を加えて５名の応援

団と言うことになります。宜しくお願いいたします。 

 

○澤田委員 

 質問したいのですが。 

 

○委員長 

 委員外議員ですので、委員の皆さんに確認をいたします。 

 宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 



 

- 15 -

 

○委員長 

 それでは質問をどうぞ。 

 

○委員長 

 教育委員会関係で、うちの孫も中学校に行っておりまして、この間亡くなられた中学生が居る

んですが、その時に父母集会があって、学校にＡＥＤ、除細動器があれば万が一でも助かったん

じゃないかと言う話が出たらしいですが。先般の消防演習の時に実際にさせて頂いたんですが、

簡単だと言うことでしたが、取扱いに慣れないと。中学校あたりは部活動など激しい運動もする

のでそう言う場合に。中学校には置いてないと言うことですが。３分くらいの間で使用しないと

ならないと言う話も聞きましたが、高校には有ると聞いていますが、今後、そう言うことも踏ま

えて設置を考えているのかどうか。生涯学習センターには老人も多く利用するが、急な時に救急

車が来る前に処置できる器具が必要だと思うが。町内の学校、小学校も含めて考えをお聞きしま

す。 

 

○生涯教育課長 

 ただ今澤田議員さんのお話にありました通り、先般、清里中学校で男子生徒さんが亡くなると

言う事故がございました。皆さん充分にご存じの通り、もともと持病を持っておられたお子さん

で、子どもさんの保護者の方からも過激な運動などはさせないで欲しいと言うこと、また、その

子自身もそう言うことはしないということを分かっていて、学校も常に子どもさんが持っておら

れる病気が起こらないように細心の注意を行っていたけれども起きてしまったと言う残念な事故

でございました。学校の校長先生からのお話では、倒れられた後に適切な処置がされたんですが

結果的に亡くなられたと。校長先生からのお話を聞きますと、今、澤田委員さんがおっしゃられ

たように中学校にはＡＥＤはございませんので速やかに消防署の方に電話をして、消防署の方に

来て頂いて対応したと。清里高校にＡＥＤはあるんですが、高校に職員が取りに行っている時間

より消防署のほうが適切だと言うことで行動したと言うふうに伺っております。それで、今後Ａ

ＥＤをどうするかと言うことでございますが、丁度、来年度予算に向けた大型予算等を協議する

場もありますので、中学校からも要望が上がっておりますので、財政当局に話を伝えていきたい

と考えております。清里中学校に限らず、むしろ消防署から遠い札弦や緑のほうが必要なのかと

思いますが、その器械を導入して職員が使える指導体制も含めてやって行かなければなりません

ので、今度どう言う時期に万が一の備えとして整備する事が必要なのかと言うことを検討させて

頂きたいと思います。以上です。 

 

○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 

 無ければ終わらせて頂きます。どうもご苦労様でした。 

 

○委員長 
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 それでは２番であります。次回委員会の開催についてと言うことで。 

○事務局長 

 今回、臨時会が１１月２５日、定例会が１２月２１日に予定していると言うことで、それらの

関係で常任委員会、事前に協議させて頂きます。以上でございます。 

 

○委員長 

 続いて３番、その他、事務局何かございませんでしょうか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

○委員長 

委員の方何かございませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 今回の総務文教常任委員会の中で緑清荘や福祉センターの説明を受けた訳ですが、も

う少し具体的に。問題点が無いのかどうか委員会の中で検討し、さらにもう一度詳しい

説明を聞く必要が有るのか無いのか。その辺を皆さんに諮って頂きたいのですが。 

 

○委員長 

 今の加藤委員のご意見でございましたが、他の方、どう言うふうに捉えておられるの

か。私もそうですが、今日、改めて聞いたと言う中ではまだ分からない部分、見えてこ

ない部分が。この委員会の中で周知徹底できればいいんですが、実際出来てないと言う

部分が現実あろうかと思いますが。どうでしょうか。 

 

○議長 

 予算組みは総務でやって扱いは産業課なのかい。この辺が。 

 

○加藤委員 

 もう一つ大きいのは、緑清荘の場合は補助事業でやるのが５億２千万で単独でやるの

が２億８千万あるんだけれども、２億８千万の内訳、内容をどう言うようにするのか具

体的な環境がない。それが問題なのともう一つは、指定管理に任せている環境の中で、

日程的調整をした時に指定管理の委託費や補償、その辺をどのようにして行くのか。短

期間にしていくと言いながら色んな問題点が沢山あるような気がするんですが。今回出

た中で、スッとでいいのかなぁと。 

 

○議長 

 出来たあとの指定管理者との契約もあるでしょう。加藤委員の言われる通り沢山ある。 

 

○委員長 

 委員長と副委員長、事務局で相談させてもらって。どう言う風に進めるかと言う部分。 



 

- 17 -

 

○事務局長 

 １１月の常任委員会と言うことも考慮に入れながら。 

 

○加藤委員 

 早い時期に。設計に入っている訳だから、早い時期に修正を掛けるものは掛けて行か

ないと。 

 

○委員長 

 その関係、何とか努力してみます。 

 その他ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

 無ければ第８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１５分） 


