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第１０回総務文教常任委員会会議録 

平成２１年１２月１０日（木） 

    開 会     午前 ９時００分 

    閉 会     午前 ９時５０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平成２１年度一般会計補正予算（第５号）の概要について  

②清里町福祉センター条例を廃止する条例について  

③北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減について   

④農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業実施計画の調整について  

⑤平成２２年度予算編成について  

⑥その他 

 １）網走支庁管内町村公平委員会規約の改正（予定）に伴う対応について 

 ２）町有財産の貸付について  

 ３）国２次補正予算への対応について  

●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冬季オリンピックバンクーバー大会について  

２．意見書の検討について  

①改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書（案） 

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 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 
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■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 

 

 

○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 

 それでは第１０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６点ございます。宜しく説明を

お願いします。 

 

○総務課長 

１２月定例会に先立ちまして、総務課よりは、ただ今委員長からお話があった通り６点の事項

についてそれぞれご協議・ご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５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、歳出それぞれ、お手元の資料の通り２億 1 千９８４万６

千円を追加し、補正後の予算の総額を５８億８千３８７万３千円とさせて頂くものでございます。

今回の補正の主な内容でございますが、既に、先に交付決定がなされ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いて、去る１１月２６日付けで追加割り当ての内示がありま

した。具体的な事業についてはＪＡ清里町が事業主体となります穀類等乾燥調製貯蔵施設の関係

につきまして、追加内示でございまして、今年度の予算の中において全体事業が圧縮できる、そ

う言った環境が今回できた、それに伴いまして農協に対する交付金、歳入、歳出それぞれ補正を

させて頂きたい、かように考えております。また、併せまして国の１次補正に伴う関連事業の追

加補正や事業費確定による財源等の調整措置、さらには給与費の共済費関係及び給付事業の過不

足の調整等の補正を全体として行なわさせて頂きたい、この様に考えておりますので宜しくお願

いいたしたいと思います。具体的な補正の概要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、平成２１年度一般会計補正予算（第５号）についてご説明いたします。資料の２ペ

ージをお開き下さい。まず歳出よりご説明いたします。総務費につきましては共済費負担率の増

に伴います職員給与費に８７０万円の増額。基金積立につきましては町の振興、発展のためにご

寄附を頂きました２件１０万円を財政調整基金へ、また、ふるさと基金といたしまして頂いた 1

件２万円を積み立てるものでございます。全国瞬時警報システム整備事業につきましては国の事
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業を活用した事業でございまして、緊急地震速報あるいは弾道ミサイル発射情報等の時間的余裕

のない事態が発生した場合に、消防庁から人工衛星を用いて情報を発信いたしまして、市町村の

防災行政無線に緊急情報を伝達するための整備事業でございます。事業費を１６０万円計上する

ものでございます。総合開発審議会３４万５千円につきましては、現在作成してございます第５

次総合計画策定に係る委員報酬４回分を増額するものでございます。地域活性化・経済危機対策

臨時交付金につきましては教育費の財源として充当しておりました学校情報通信技術環境（ＩＣ

Ｔ）整備事業につきまして、事業費が今回減額になったために総務費に交付金を２４０万９千円

を財源振替するものでございます。総務費の補正額の合計は１千７６万５千円の増額でございま

す。続きまして民生費の介護職員処遇改善交付金事業につきましては、介護職員と他の業種との

賃金格差を縮めるために介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付を行うものでござい

ます。財源は国費でございまして、都道府県が基金を設置し国保連より町に交付されることとな

っております。事業費は１５０万円でございまして、同額の１５０万円を特定財源の諸収入とし

て計上しております。介護保険繰出金につきましては、当初繰入れを予定しておりました地域福

祉基金につきまして繰入れを取り止め、一般財源に財源を振り替えるものでございます。繰入金

２千２０２万万４千円の減額でございます。子育て応援特別手当支給につきましては、今般、国

の事業凍結による減額補正でございます。事業費と財源合わせて３６０万円を今回減額するもの

でございます。民生費の補正額は２１０万円の減額でございます。続きまして衛生費の新型イン

フルエンザワクチン接種事業につきましては、町民税非課税世帯分の負担額につきまして国が２

分の１、道が４分の１、残りの４分の１を町が扶助する事業でございます。事業費は２２２万１

千円でございます。国と道の負担分４分の３につきましては道補助金として一括１６６万５千円

を計上してございます。後期高齢者医療療養給付費負担金につきましては、平成２０年度精算額

の確定によりまして１１３万１千円の増額。各種医療対策扶助につきましては道支出金を１９９

万４千円減額し財源振替。また、後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては２４０万１千円

を減額。各種医療対策事業につきましては雑入１１６万５千円の財源を振り替えるものでござい

ます。衛生費の補正額の合計は９５万１千円の増額でございます。続き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、国の間接補助事業といたしまして農

協が事業主体となって実施しております穀類等乾燥調製貯蔵施設の追加配分でございまして、２

億２千９６５万円を計上するものでございます。国庫支出金として同額の２億２千９６５万円を

計上してございます。土木費は事業費が確定いたしました道路新設改良事業の委託料及び補償金

合わせて７０３万４千円を減額し、備品購入事業につきましては草刈り機の執行残７５万８千円

を減額するものでございます。土木費の補正額の合計は７７９万２千円の減額でございます。消

防費につきましては消防費負担金事業として、共済費負担率の増加に伴い４１万５千円を増額す

るものでございます。教育費の緑町小学校屋内運動場耐震補強事業につきましては事業費の確定

による工事請負費３２５万９千円を減額。理科教育教材整備事業については国の補助率２分の１

として８月に補正計上いたしました事業でございますが、本町においては既に執行がなされて事

業費が確定しておりますが、その後国の予算が凍結になってございます。そのため国庫支出金の

２３７万円を一般財源へ振り替えを行うとともに、事業費についても小学校分２万２千円、中学

校分４万５千円を減額するものでございます。学校情報通信技術環境（ＩＣＴ）整備事業につき

ましては、国のスクール・ニューデール事業によりテレビ放送の完全デジタル化並びに教育用パ

ソコン等の情報通信技術環境の整備を行う事業でございますが、事業費の確定により減額をする

ものでございます。小学校分といたしまして６０２万７千円の減額、中学校分といたしまして１
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９９万８千円を減額するものでございます。備品購入事業６９万２千円の減額については体育教

材として購入しました剣道具等の備品の執行残を減額するものでございます。教育費の補正額の

合計は１千２０４万３千円の減額でございます。歳出の現計予算額５６億６千４０２万７千円に

対しまして補正額２億１千９８４万６千円、補正後の予算額は５８億８千３８７万３千円とする

ものでございます。続きまして歳入についてご説明いたします。まず特定財源からご説明いたし

ます。国庫支出金の交通安全施設等整備事業費補助金については先ほどご説明しました道路新設

改良事業の減額に伴うものでございまして８８万円を減額。理科教材整備事業費補助金は国の予

算凍結による減額でございます。小学校分として１７７万円、中学校分として６０万円の減額を

いたします。学校ＩＣＴ環境整備事業費補助金については執行残の整理に伴う減額でございまし

て、小学校分１７７万円の減額、中学校分４０１万 8 千円の減額。安全・安心な学校づくり交付

金につきましては緑町小学校耐震事業の執行残の減額に伴いまして１０６万９千円の減額。子育

て応援特別手当交付金につきましては国の予算凍結による減額でございまして、３６０万円を減

額するものでございます。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穀類等乾燥調

製貯蔵施設の関係でございまして、2 億２千９６５万円を増額するものでございます。国庫支出

金の補正額につきましては２億１千６３８万１千円でございます。道支出金、防災情報通信設備

整備事業交付金につきましては全国瞬時警報システム整備事業に係る財源でございまして１４０

万円を増額。保険基盤安定負担金１７９万４千円の減額。重度心身障害者医療費補助金６万２千

円の減額。ひとり親家庭等医療費補助金６万５千円の減額。乳幼児医療費補助金１８６万７千円

の減額は各種医療対策扶助事業の精査、後期高齢者医療特別会計繰出金の減額によるものでござ

います。新型インフルエンザワクチン接種補助金につきましては、町民税非課税世帯について負

担額に対して４分の３を補助するものでございまして１６６万５千円を増額してございます。道

支出金の補正額の合計は７２万３千円の減額でございます。繰入金２千２０２万２千円の減額に

つきましては、介護保険事業に繰り出しを予定しておりました地域福祉基金について減額するも

のでございます。諸収入の増額につきましては介護職員処遇改善事業の特定財源として雑入１５

０万円、及び各種医療対策に対する財源振替として１１６万５千円を計上しております。町債に

つきましては一般財源としての臨時財政対策債を１千３５０万円の増額、事業費の確定や充当率

の増に伴う交通安全施設等整備事業債の９３０万円の増額、高規格救急車及び消防の車庫に充当

している消防債を４３０万円の減額、緑町小学校屋内運動場耐震補強事業債１５０万円の減額で、

１千７００万円の増額を計上しております。寄附金につきましては歳出で説明いたしました３件

１２万円を計上するものでございます。これらの特定財源を充当し、歳出との不足額６４２万５

千円について地方交付税を計上してございます。歳入の現計予算額５６億６千４０２万７千円に

対しまして補正額２億１千９８４万６千円、補正後の予算額は５８億８千３８７万３千円でござ

います。以上が平成２１年度一般会計補正予算（第５号）の概要でございます。 

 

○総務課長 

 この後、それぞれの常任委員会におきまして、個別的な事業の補正内容については所管の担当

課よりご説明を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。なお、農林水産業費に

つきましては、今般、農協の麦乾施設に関する交付金でございますので、これについては現課か

らの説明は省略させて頂きたい、かように考えておりますので宜しくお願いいたします。以上で

ございます。 
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○委員長 

 ただ今の町からの協議・報告事項と言うことで、平成２１年度一般会計補正予算（第５号）の

概要について説明がありましたが、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 

 無ければ次に移らさせて頂きます。次に、②清里町福祉センター条例を廃止する条例について

お願いいたします。 

 

○総務課長 

 ２点目の福祉センター条例の廃止の関係については、今般、農山漁村活性化事業において新た

な施設を建設するのに伴い、既に補正予算において取り壊し経費を計上いたしておりますので、

今後、入札等の執行の段階において施設を取り壊すと言うことでございますので条例の廃止、こ

れを今般提案させて頂きたい、このように考えてございます。内容については担当の主査よりご

説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 今、課長が申し上げました福祉センターの建設事業でございますが、これにつきましては、現

在地耐力調査並びに実施設計を行なっているところでございます。今後の予定といたしましては、

平成２２年２月に入りましたら現在の施設、福祉センターを取り壊すと言うことで予定をしてお

ります。それに伴いまして現在の清里町福祉センター条例につきまして、平成２２年２月１日付

けを施行日といたしまして廃止を行うと言うものでございます。以上でございます。 

 

○委員長 

ただ今、清里町福祉センター条例を廃止する条例についてと言うことでございます。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 

 無ければ次に移らさせて頂きます。③番、北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の

増減についてと言うことでお願いいたします。   

 

○総務課長 

 既に９月定例会において湧別町、上湧別町の合併に伴う関連条例等について議決を頂いており

ますが、何件かまだそれぞれの組合の規約の運用等改正がございますので、今般１２月の議会に

おいて最終的な、そう言った提案をさせて頂きたい、かように考えております。具体的な内容に

つきまし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、北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減について、口頭でご説明い

たします。北海道市町村備荒資金組合につきましては各市町村が納付しました備荒基金の管理な
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どを主な業務としておりまして、本町におきましても基金残額が現在７千３００万弱となってご

ざいます。その基金につきましては水害、冷害、風害など自然現象による災害が発生した場合に、

その復旧費として支消することが可能な基金となっております。現在は道内１８０市町村で構成

されておりますが、本年１０月５日に上湧別町と湧別町が配置分合いたしまして湧別町になった

ことに伴い構成する市町村の数を１７９に減少するものでございます。組合を組織する市町村に

ついては備荒資金組合の規約第３条におきまして、北海道内の市町村をもって組織すると言う旨

規定されております。この度の配置分合の結果、組合を組織する市町村の数は減少いたしますが、

引き続き全道市町村をもって組織すると言う実態に変更がございませんため備荒資金組合の規約

の変更は生じておりません。但し、地方自治法第２８６号第１項では一部事務組合はこれを組織

する地方公共団体の数を増減し、または規約を変更しようとするときは関係地方公共団体の協議

によりこれを定め都道府県知事の許可を受けなければならない、と言うふうにされております。

また、同法２９０条におきましては、第２８６条の協議については関係地方公共団体の議会の議

決を経なければならないと定められておりまして、これに基づき配置分合がありました１０月５

日以降の議会において組合を組織する数を１８０から１７９に変更することを議会にお諮りする

ものでございます。以上が北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減についての説

明でございます。 

 

○委員長 

 ただ今、北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減についてですが、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 

 無ければ続けて行きたいと言うふうに思います。④番であります、農山漁村活性化プロジェク

ト支援交付金事業実施計画の調整についてと言うことでお願いします。  

 

○総務課長 

 お手元の議案３ページをお開き頂きたいと存じます。本日提案をさせて頂いております補正予

算（第５号）の中においても、ＪＡの麦乾施設について追加的な交付金の配分があって今般補正

を提案させて頂くところでございますが、全般的なそう言った状況の中におきまして１１月、農

水省と事務的な協議を行って参りまして、本事業につきましては平成２１年から２４年度までの

４ヶ年の中においてそれぞれ記載の事業を行っていく、こう言った計画になってございます。併

行しながらご存知のとおり行政刷新会議、政権交代に伴う行政刷新会議の中で農産漁村活性化プ

ロジェクト支援交付金事業の額の見直し、事業内容の見直しがテーマとして上がっており、さら

に加えまして平成２２年度の国の予算編成方針、さらには予算の具体的な内容がまだ固まってい

ないと言うこともございまして、当然、当町におきましても２１年度予定した事業につきまして

はかなりの部分が２２年度への繰越金にならざるを得ない、こう言った状況において全体的な今

後の事業を年次プロット等も含めた財源等の確保も含めた調整を事務的に協議して参りました。

そう言った中において現時点における具体的な町としての考え方、こう言ったものを纏めてござ

いますので本日報告をさせて頂きご了解を頂きたい、かように考えてございます。具体的な内容

につきましては担当の主幹よりご説明申し上げます。 
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○企画財政Ｇ主幹 

 資料の３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

金事業実施計画の調整についてでございます。この事業につきましては８月に事業の決定を受け、

また平成２１年度事業の割り当てを受けた中で事業を実施して行っているところでございます。

しかし、今、課長からお話があった通り国の事業の見直しにより交付決定の遅れ、または１１月

に追加交付があった状況から現時点では平成２２年度への繰越しが予定されていると言う内容で

ございます。全体的な事業の平準化等を行うために、実施計画の調整を行って参りたいと言うふ

うに考えてございます。調整内容についてでございますが、平成２１年度事業として実施してお

りますＪＡ主体であります穀類等乾燥調製貯蔵施設、清里地域地域資源活用交流促進施設・福祉

センターでございます、それと農山漁村体験施設・緑清荘でございます、この３施設の建設を平

成２２年度に繰り越すと言う、まず 1 点目の調整でございます。２点目につきましては平成２２

年度に事業実施を予定しておりました札弦地域地域資源活用交流促進施設・札弦センターでござ

います、それと農林水産物直売、食料提供供給施設・パパスの道の駅の関係でございます、この

２施設につきましては平成２２年度に実施設計のみを行いまして、建設事業につきましては翌年

度の２３年から２４年度にスライドをさせて行きたい、と言うふうに考えてございます。なお、

連絡農道につきましては当初予定通り平成２３年から２４年度の間で実施をして行きたいと言う

ふうに考えてございます。以上２点を、実施計画の中におきまして調整をしながら事業のほうを

推進して行きたいと言うふうに考えております。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実施計画の調整についてと言うことで今説明がご

ざいました。委員の方何かございませんでしょうか。 

（「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。平成２２年度予算編成についてと言うことでお願いいたし

ます。 

 

○総務課長 

 お手元の議案４ページから７ページにわたって、事務的な予算編成方針の概要の抜粋を掲載さ

せて頂いております。既に平成２２年度の予算編成作業に当町は入っている訳でございますが、

ご存知の通り政権交代によって非常に大きな予算の枠組みの見直しが行われている状況でござい

ます。非常に具体的な予算編成の枠組みや、さらに具体的に言いますと政権与党の関係の改革が

どう言った形の中で行われていくのか、さらに政権与党であるところのマニフェストに基づくそ

れぞれの補正的事業が具体的にどのように予算付けされるのか、こう言ったことが見えない状況

であります。政府においてはできるだけ早く年内に、そう言った予算編成の骨格についてはきち

んと固めたいと言う形が出てございますが、現時点においても例年ですと１２月半ば過ぎに示さ

れる、総務省から示される地方財政計画、こう言ったものについても全く示されていない状況で

あります。そう言った不安定な状況でございますが、こう言った全般的な状況を踏まえながら当

町におきましては基本的には５ページの基本方針に書いてある通り、平成２２年度当初予算は政

権交代により新たな編成方針があらためて示されることとなるが、今後のこれらの動向を的確に
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把握し適時柔軟な対応が可能な予算編成を行うこととする、こう言った方向で進めさせて参りた

い、かように考えてございます。２点目としては地域経済、非常に疲弊している、こう言った状

況をしっかり頭に入れながら、地域の経済状況や雇用環境へ、適切かつ迅速な対応を行え得る施

策・事業の構築に配慮した予算編成及び幅広い財源の確保を的確に行うこととする、こう言った

ことを念頭におきながら、以下３点目から８点目の基本方針を定めながら現在、鋭意、予算編成

作業を行っているところでございます。６ページ、７ページにつきましては具体的な編成方針と

いう形の中で、明年度は第４次総合計画の最終年度となりますが、現在、既に村尾議長に策定の

会長を務めて頂きながら第５次の総合計画、２３年度策定作業に入ってございますので、そう言

ったものとしっかり連動して行くような内容。こう言ったものや第２期の自立計画の推進、２年

次に入りますので、そう言ったものにも的確に対応できる、そう言ったことも含めながら総体的

な歳入の確保、さらには適切な歳出、地域経済に対応した、また雇用に配慮した、また当町の第

４次総合計画の重点事業でございます花と緑ですとか子育て、健康づくり、そう言ったものや諸

々、今後地域に対応した具体的な予算編成になるよう努めて参りたい、かように考えております

ので宜しくお願いしたいと思います。現在経常費の査定等の作業を進めてございまして、今後、

年明けの中におきまして全体的な国の予算編成の状況を頭に入れながら、総体的には例年より約

１ヶ月から１ヶ月半くらい作業的には遅れることが見込まれるところでございますが、できるだ

け早い段階で中間的な報告も含めて議会にはご報告申し上げる、そう言った作業で進めて参りた

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。以上でございます。 

 

○委員長 

 平成２２年度予算編成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

でしょうか。 

 

○委員長 

 無ければ次に移りたいと思います。その他３件について説明をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 その他（１）から（３）まで、併せて総括的に口頭で説明申し上げます。１点目の網走支庁管

内町村公平委員会規約の改正（予定）に伴う対応でございますが、ご存知の通り公平委員会につ

きましては地方自治法の定めにより、町職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不

利益処分を審査する、そう言った機関として共同で管内的に設置されてございます。この設置の

事務局及び対処法については交通災害共済組合の中に、それぞれ規約の中で設けられてございま

すが、既に委員会にご報告した通り本年３月末を以て管内の交通災害共済組合については解散す

る、こう言った形でございます。従いましてこの受け皿として今後どう言った形で進んで行くか

については一昨年来、町村会を中心に検討されてございましたが、現段階におきましては管内の

交通災害共済組合長がその代表を務めてございまして、町村会の会長のところがそれを担うと言

う内容に変更がされる予定になってございます。併せまして、予算の具体的な経費執行につきま

しても共同設置の団体長たる地方公共団体の予算を通して行われる、こう言ったことが原案とし

て現在検討されてございます。従いまして、こう言ったことが今後公平委員会の中において規約

改正がなされた場合について、現在、橋場町長が管内の町村会の会長を務めてございまして、設

置団体の、共同設置団体の長が清里町になる可能性が非常に極めて強いと言うことでございます
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ので、今後、先ほど言った経費の関係につきましては当町の一般会計を通しながら、それぞれ各

町の負担を頂きながら当町の一般会計から経費的なものは支出して行く、そう言った予算編成に

なろうかと言うふうに考えてございます。今後、３月定例会等においてその内容について提案を

させて頂くことになりましょうし、また併せてこの共同設置の関係の規約改正についても３月定

例会前の常任委員会に今後の公平委員会等の総会等会議の経過も含めてご報告させて頂きながら

進めて参りたい、かように考えておりますのでご理解を頂きたいと存じます。 

２点目の町有財産の貸付の関係でございますが、現在、移住・定住事業と言う形の中でモデル

ハウス、そう言ったものが商工会、観光協会または建設業協会等々で行われてございますが、新

築住宅については明年で２ヶ年、そう言った形の中で新規住宅が無くなる。そう言った中におい

て事務的な協議と言う中で現在、商工会、さらにはＮＰＯ観光協会、建設業協会が連携しながら

そう言う関係の取り組みを行って行きたい。具体的には、事務的なものとしては今年度からスタ

ートした農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業、こう言ったものを活用しなが

ら具体的な事業として進めて行きたい、そう言った考え方がおありになる様にお聞きしてござい

ます。そう言った具体的な内容について、今後町に対して申請がなされた場合について、その審

査が行われた場合について、その申請が是認された場合については前回同様に当町の定住団地に

おける分譲地、こう言ったものを一定の条件の中で貸付けをする方向の中で今後検討させて頂き

たい、この様に考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 ３点目の国の２次補正予算の関係でございます。既に、明日の安心と成長のための緊急経済対

策と言う形の中で国費ベースで７兆２千億、こう言った形の中で政府によって具体的な内容が提

示されてございます。具体的な内容については雇用関係、環境関係、景気対策関係、生活の安心

確保、さらには国民の潜在力の発揮。もう一つの柱としては地方支援と言う形の中で交付税減少

額の補填の関係で３兆円。さらにはきめ細かなインフラ整備支援の交付金が５千億、こう言った

内容が示されてございます。今後、具体的にどう言った事業の中で動いて行くのか、そう言った

ものを見つめながら当町で取り組める事業があればそれぞれ検討させて頂きまして、議会と協議

しながら必要な補正、そう言ったことも念頭に置きながら事務的には進めさせて頂きたい、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。以上でございます。 

 

○委員長 

 その他でありますけれども網走支庁管内町村公平委員会規約の改正に伴う対応について、町有

財産の貸付について、国２次補正予算への対応について、３点ございました。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 

 無ければ総務課全般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。どうもご苦労さまでした。 

 

○委員長 
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 それでは引き続き町からの協議・報告事業と言うことで、生涯教育課２点についてお願いいた

します。 

 

○学校教育Ｇ主幹 

 教育委員会からは２点ございますが、1 つ目の平成２１年度一般会計補正予算（生涯教育課所

管分）についてご説明いたします。資料の８ページをお開き下さい。教育委員会の補正予算と言

うことで、１２月、今回の定例議会に提案を予定しております補正予算でございます。今回の補

正は、緑町小学校の工事に係る補正と学校に導入しております理科教材、学校情通信技術環境（Ｉ

ＣＴ）整備事業、体育教材の、工事の執行、備品の納入完了に伴う減額補正を行うものでござい

ます。まず１点目の緑町小学校屋内運動場の耐震補強工事につきましては、工事費は６７４万１

千円で確定しております。当初予定しておりました１千万との差額３２５万９千円を減額するも

のであります。事業の減額に伴いまして財源内訳に記載しております国庫支出金、地方債、一般

財源を全て減額するものでございます。次に小学校、中学校で予算を計上しておりました理科教

材整備事業につきましては当初４７４万円を予算措置しておりましたが、４６７万３千円で納入

完了しております。差額の６万７千円を減額するものでございます。財源内訳の国庫支出金につ

きましては当初は理科教育設備費等補助金を予定しておりましたが、国の補正予算執行凍結の影

響がありまして一般財源措置とならざるを得なくなりまして、財源振替えをいたしておりますの

で宜しくお願いをいたしたいと思います。次に電子黒板、デジタルテレビ、コンピュター機器の

導入に係る学校情通信技術環境（ＩＣＴ）整備事業につきましては、当初３千６５０万５千円を

予算計上しておりましたが入札執行は２千８４８万円、差額の８０２万５千円を減額するもので

ございます。補助金など財源内訳につきましては減額措置をして参ります。次に中学校費でみて

おりました体育教材の整備事業費でございますが、剣道用具とそれにまつわる棚を予算計上して

おりましたが、２６２万５千円を当初予算で計上しておりましたが、確定額が１９３万３千円と

なり差額の６９万２千円を減額するものでございます。一般財源で措置しておりましたが、それ

も併せて歳入のほうで減額をして参ります。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今、補正予算の概要について説明を頂きました。委員の方何かございませんでしょうか。 

 

○勝又委員 

 1 点、緑小学校の耐震の関係ですが、当初予算で１千万、３００万位が補正額で△が付いてい

ます。耐震補強は安全に関わることですが、当初予算と差が出た理由は。 

 

○学校教育Ｇ主幹 

 当初、耐震の工事費を積算する時に３月の当初予算で計上しておりますが、ご承知の様にまず

耐震診断をして、耐震評定が出来てそれで工事を実施する訳ですが、その工事の評定が３月末に

確定しました。それで、当初予算は概算で予算を組んでおりましたが実質７００万弱の工事積算

で執行させて頂きました。差額が３２０万ほどと大きく膨らんでおりますが、当初予算は概算で

組ませて頂いておりますので、実質、入札の時は６７１万１千円となり差額が生じておりますが

ご了承頂きたいと思います。 
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○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 

 無ければ次に移らさせて頂きます。冬期オリンピックバンクーバー大会についてと言うことで

お願いをいたします。 

 

○生涯教育課長 

 冬期オリンピックバンクーバー大会について９ページでご説明をいたします。冬期オリンピッ

クの関係につきましては先月の委員会でもご報告をしているところでございますが、１番上のオ

リンピック出場選手の選考につきましては、ワールドカップで優秀な成績を収められた場合には

１次内定、そして１２月２８日から３０日に開かれます長野市の最終選考競技会で決定するはこ

びとなります。２番目の今後の日程でございますが、１２月３０日の最終選考会で出場が決定し

た場合には年明けの１月５日頃に後援会会員募集の依頼チラシを新聞折り込みし、また、現在実

施しております垂れ幕や看板をおめでとう看板に書き換えし、町内５ヶ所に設置し町民周知を図

って行くこととしております。また、１月１５日の清里広報おしらせ版に会員入会の依頼、会費

の徴収依頼をして行こうと考えております。３番目は、先般、１２月７日に自治会長会議の中で

次の２点についてご依頼を申し上げております。１点目は１月１５日の広報と一緒に後援会会員

入会申込書を全戸配布して頂きたい、もう一つは会員入会申込者の取りまとめと会費の徴収をお

願いしたいと言うことを申し上げまして、自治会のほうからはご了解を頂いておりますのでお知

らせをいたします。岡崎選手の今シーズンの記録につきましては表に記載している通りでござい

ますので、ご覧頂きたいと思います。なお、岡崎選手が冬期オリンピック出場が決定した際には、 

決定後に開催されます議会にオリンピック応援に係る所要額を補正させて頂くこととしておりま

すので宜しくお願いいたします。以上、説明を終わります。 

 

○委員長 

 生涯教育課 2 点について説明がございました。この事について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、生涯教育課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 

 無ければ終わらさせて頂きます。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 それでは大きな２番と言うことで、意見書の検討についてと言うことで事務局からお願いしま

す。 
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○事務局 

所管の意見書が斜里地区連合会清里支部会長名で持参提出されております。１０ページからご

ざいますが１３ページの意見書案で説明させて頂きます。多重債務問題などを防ぐため、改正貸

金業法の早期完全施行を始めとする４項目の要請内容です。なお、この法律は平成１８年１２月

に交布され、貸付業者の適正化や過剰貸し付けの抑制などを目的とした内容で段階ごとに施行さ

れ、最終的には平成２２年６月の完全施行が予定とされております。記書き以下を朗読いたしま

す。 

（以下朗読） 

以上、意見書の内容及び議会提出者を委員長名で宜しいかのご協議をお願いいたします。以上

です。 

 

○委員長 

 意見書の検討と言うことで、改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書を委員会で取り扱

うことで宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは事務局案通りと言うことで。次の３番、次回委員会の開催についてと言うことで。 

 

○事務局長 

 今のところ予定ございませんので、また改めてご連絡いたします。 

 

○委員長 

 それでは、その他、４番。事務局からございませんか。 

 

○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。 

（「なし」との声あり） 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

 それでは第１０回総務文教常任委員会を閉じさせて頂きます。どうもご苦労さまでした。 

（閉会 午前９時５０分） 

 

 


