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第２回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年２月４日（木） 

    開 会     午前 ９時００分 

    閉 会     午前１０時００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７号）について 

②第５次清里町総合計画策定審議の経過について（中間報告） 

③平成２２年度清里町予算編成について（中間報告） 

④ラオス行政幹部候補生来町について 

⑤地域情報通信基盤整備事業公募型プロポーザル審査の結果並びに工事契約議決議案の提案に

ついて 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 
○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 矢 定 雄 

     委 員   中 西 安 次    委  員    田 中    誠    

   委 員    加 藤 健 次    委  員    勝 又 武 司  

  委 員  藤 田 春 男   ※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    ■総務Ｇ主査     宮津 貴司 

■企画財政Ｇ主査    伊藤 浩幸    ■企画財政Ｇ主査   熊谷 雄二 

■企画財政Ｇ主任    年藤 晶之 

 

 

○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 
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 ●開会の宣告 

 

○委員長 

 おはようございます。早速ですが第２回総務文教常任委員会を開催させて頂きます。 

  

 

○委員長 

 １番、町からの協議・報告事項と言うことで総務課。平成２１年度一般会計補正予算から⑤番

までございます。一つづつ聞きたいと思いますが宜しくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 おはようございます。２月臨時会に先立ちまして総務課の方から５点のご協議・ご報告がござ

います。まず、１点目の平成２１年度一般会計補正予算（第７号）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。全体的な補正の概要についてご説明を申し上げたい

と思います。今回の補正につきましては、昨年１２月８日に政府の閣議決定が行われました、あ

すの安心と成長のための緊急経済対策に基づき創設されました地域活性化・きめ細かな臨時交付

金が国の２次補正予算によって、今通常国会において措置されましたので、地域の中小・個人事

業者の受注に配慮した公共施設、インフラ整備に係る工事及び修繕事業等に関する予算の補正を

させて頂くものでございます。本事業に係る補正予算の総額につきましては、記載のとおり１億

９２５万１千円となっておりまして、内、国庫支出金が８千６０１万５千円、一般財源が２千３

２３万６千円となってございます。なお、１次補正等につきましては備品等を含めた分での対応

が可能でございましたが、今回の２次補正については修繕的な事業、インフラの修繕、そう言っ

たものを中心としたものに限定されてございまして、後ほど担当主査より内容についてご説明が

ございます。また、先の常任委員会で各委員からご質問があったとおり、町内の中小、または個

人事業者そう言った経済対策・雇用に配慮した中で全体的な事業の執行を図って行きたいと、か

ように考えてご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。２点目の農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業でございますが、先に国の交付金事業として決定を頂

いているところでございますが、既に行ってございます実施設計等の確定事業費の減額調整併せ

て本年度、これから実施いたします都市農村交流施設２施設の建設整備工事に係る予算の補正を

させていただきます。また併せまして、農協が事業主体となっております穀類乾燥調整貯蔵施設

につきましては、全体事業費が確定いたしてございますので、それに係る交付金の減額調整を本

補正の中で行って参りたいとかように考えてございます。地域資源活用交流促進施設全体の補正

予算額が３億４千２５万５千円、農山漁村体験施設の今回の補正予算額が６億２千４００万５千

円、なお JA が主体となります麦乾の交付金関係につきましては、事業費の確定に伴いまして３

千１５万円の減額措置を取らせて頂いております。２月臨時会に上程させて頂きます補正の総額

につきましては１０億４千３３６万１千円、補正後の予算の総額でございますが６９億４千６２

８万１千円となっています。具体的な内容についてそれぞれ担当主査、主幹より資料に基づいて

ご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 
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 それでは私の方から、地域活性化・きめ細かな臨時交付金についてのご説明をさせて頂きます。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金につきましては、危険な橋梁の補修、景観保全の必要性の高

い地域における電線の地中化や都市部の緑化、森林におけます路網整備また、公共施設の建設ま

たは修繕このような事業に対しまして、あすの安心と成長のための緊急経済対策の趣旨に沿った、

きめ細かなインフラ整備を行うために、地方公共団体が実施する費用に対しまして、国が交付す

る交付金でございます。地域の活性化に資するきめ細かなインフラ整備の速やか、且つ着実な実

施を図る事を目的としてございます。本交付金を活用し２月補正予算に計上させて頂く事業は、

全部で１２事業でございまして、全て町の単独事業に充当してございます。では、内容を説明さ

せて頂きます。資料の３ページをご覧下さい。ます、役場総合庁舎修繕事業につきましては、ダ

ムウェーター修繕事業１基に補正額が９０万円でございます。役場総合庁舎改築事業につきまし

ては、旧福祉センターと庁舎とを結びます渡り廊下の改築、それと併せまして庁舎ボイラーの機

能強化のための修繕、こちらに事業費が２千６５０万円でございます。最終処分場修繕事業につ

きましては、最終処分場の覆土事業でございまして、覆土・植生合わせまして５千１００平方メ

ートルとなってございます。事業費は４２４万円でございます。葬斎場修繕事業、こちらにつき

ましては霊台車、多重伝送装置、換気フード修繕等に係ります費用でございまして補正額が４１

５万円となってございます。社会福祉施設修繕事業につきましては２事業ございまして、老健の

施設浴室整備事業、こちら浴室の整備に５４０万円、また札弦保育所修繕整備事業に玄関とまた

非常口のサッシ戸の修繕に１４０万円、合わせまして６８０万円となってございます。診療所修

繕事業につきましては、医師住宅修繕２棟他と言う事で３００万円を計上させて頂いてございま

す。観光施設修繕事業、こちらにつきましてはキャンプ場の宿泊施設の塗装、また修繕、また裏

摩周のログハウスの修繕合わせまして事業費が６５３万円でございます。牧場整備事業につきま

しては３点ございます。まず１点目、牧場の草地整備事業こちらは８.９ヘクタールの草地整備事

業に３５０万円、また江南牧場隔障物整備事業につきましては、パーク場の北側にあります見晴

らしの良い牧区の隔障物、それと門扉の整備に４３０万円、また江南牧場の管理小屋整備事業、

既存の小屋がございますが今回木造の管理小屋１.５坪程度のものに８０万円を計上してござい

ます。牧場整備事業につきましては合計で８６０万円を計上させて頂いてございます。続きまし

て、教育文化施設修繕事業こちらも２事業ございます。まず、学習センター機材整備事業、これ

は吊り物ワイヤー交換、また舞台に設置されていますインカムの整備事業併せまして３４３万１

千円でございます。また、トレーニングセンター照明の手動昇降設備改修事業という事で、こち

ら２００万円を計上してございます。教育文化施設修繕事業につきましては合計で５４３万１千

円でございます。公営住宅修繕事業につきましては、公営住宅の屋根の塗装事業こちらは屋根と

外壁の塗装でございまして、平成４年に建設されましたさくらんぼ団地２棟８戸を修繕するのも

でございます。事業費が３２０万円でございます。公営住宅内窓修繕事業につきましては、こち

ら昭和４８年、４９年に建設をされました札進団地の内窓修繕でございます。４棟１６戸で５０

０万円の事業費でございます。公営住宅修繕事業は合わせまして６２０万円でございます。道路

改良修繕事業につきましては道路橋梁維持事業と言う事で、まず改良舗装１０５メートル、こち

らは商工団地の中通りを想定してございます。また、舗装の嵩上げ６６８メートルにつきまして

は９線道路また２０号道路を予定してございます。事業費が合計で２千９９０万円でございます。

公営住宅団地内通り整備事業につきましては改良舗装５７メートルでございまして、こちらは羽

衣南にございます羽衣第２団地を予定してございます。事業費が３２０万円でございます。橋梁

点検委託事業につきましては、橋梁 2 橋の詳細点検で昭和６２年に建設の１線大橋また平成 9 年
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に建設されました９線橋を想定してございます。測量業務委託に１８０万円でございます。今回

２月補正で計上させて頂く事業費につきましては合計で１億９２５万１千円でございまして、こ

れに対しまして交付金が８千６０１万５千円で、事業費に対する交付金の割合は７８.７パーセン

トでございます。以上が２月補正予算に計上させて頂きます、地域活性化・きめ細かな臨時交付

金の内容でございます。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、澤本主幹

よりご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 それでは私の方から、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の補正についてご説明をさ

せて頂きます。４ページ目をご覧になって頂きたいと思います。４ページ目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、全体の補正予算概要でございます。補正の内容につ

きましては、先ほど課長よりご説明があったとおり実施設計の委託料及び清里農協が事業主体で

あります麦乾施設の事業が確定した事により減額をするものでございます。また、都市農村交流

施設の２施設の建設工事に伴う補正でございます。まず１点目でございますが、地域資源活用交

流施設及び農山漁村体験施設の実施設計業務委託料につきましては、実施に伴う額の確定により

１０万５千円、２４３万５千円を減額するものでございます。また、建設工事に伴います施工監

理業務委託料及び工事費につきまして、施工監理業務委託といたしまして地域資源活用交流促進

施設整備工事施工監理業務委託料４６６万円。農山漁村体験施設整備工事施工監理業務委託料と

いたしまして７１４万円の補正でございます。工事費につきましては、地域資源活用交流施設促

進施設整備工事請負費といたしまして３億３千５７０万円。農山魚村体験施設整備工事請負費と

いたしまして６億１千９３０万円を補正するものでございます。工事費にいたしまして２施設合

わせまして９億５千５００万円を補正するものでございます。最後になりますが、農山漁村活性

化対策整備交付金につきましては、清里農協の事業主体であります麦乾施設の事業費確定に伴い

まして３千１５万円を減額するものでございます。今回２月の補正総額につきましては９億３千

４１１万円でありまして、財源内訳といたしまして、国の支援交付金と公共投資臨時交付金併せ

まして国庫支出金８億６千５８０万円、町債でございます過疎債を活用させて頂きながら５千４

５０万円、一般財源１千３８１万円でございます。続きまして５ページをご覧になって頂きたい

と思います。５ページにつきましては、総務課所管であります地域資源活用交流促進施設におけ

る補正予算の概要でございます。地域資源活用交流施設実施設計業務委託料につきましては、先

ほどご説明したとおり実施に伴う額の確定により１０万５千円を減額するものでございます。ま

た建設工事に伴いまして、施工監理業務委託料といたしまして４６６万円。工事請負費としまし

て３億３千５７０万円を計上するものでございます。なお、施設規模につきましては鉄筋コンク

リート２階建て、延べ床面積９７６.２９平方メートルとなってございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今、２１年度の一般会計補正予算と言う事で説明がありました。委員の方何かございませ

んでしょうか。 

 

○勝又委員 

 １点だけお伺いいたします。冒頭にございました、個人業者並びに町内中小企業に配慮した形

で、これらの事業の中で専門的な事業は別にして、どのくらいの町内の事業者に仕事が回って来
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るような形になるのか。その辺お聞きしたいと思います。 

 

○総務課長 

 今後の事業執行の段階におきまして、当然入札の指名選考委員会等を開催して行きたいと言う

考えでございますが、冒頭述べさせて頂いた前回の委員会で各委員からも強い要望を頂いてござ

います。そう言ったものに十分配慮しながら今後進めて行きたいと考えております。具体的なパ

ーセントについては申し上げる事は出来ませんが、具体的に町外に発注しなければいけない事業

につきましては葬斎場等に伴う霊台車ですとか、そう言った特殊的な要素となってございますの

で、かなりの分が現段階において、基本的には予算編成の段階において緊急性の予算については

そう言ったものがございますけれど、町内の業者によって執行出来るものを念頭に置きながら今

回の補正予算を全て計上させて頂いた、緊急性のものを除きながらそう言った形のものになって

行ったとご理解頂きたいと思います。概ね、そう言った特殊技能を要するもの以外については町

内発注を原則として今後指名選考委員会、入札、そう言った形の中で執行する、この様にご理解

頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○加藤委員 

 今の勝又委員に補足する質問なんですけど、町内に委託すると言われながら１つの施設の中で

纏めて町内の業者に発注という場面があると思うんですが、最良な注意を払いながらその中で再

度分けて発注の出来るもの、本当に、直接、技術とその環境が整って発注出来ると言うものを、

最大限に分散して発注するって言う努力もこれ欠かさないで、一つ配慮を願うべきでないかなと。

意外と色んな話の環境の中で一発ボーンとして常にそれが下請けであったり、あるいは期間の短

縮であったり色んな場面が想定されますので、出来れば出来るだけ分割をして同時に発注を掛け

るという努力も怠らないで頂きたいと思います。 

 

○総務課長 

 既に何回か委員会の方にもご報告申し上げたとおり、平成２０年度の補正予算以降数次にわた

る経済緊急対策、それから雇用対策、計上させて頂いて現在までこう来ている訳でございまして、

基本的には今、加藤委員からご指摘があったとおり国においても地域経済、雇用と言うことを主

体とした補正予算でございますし、町当局におきましても先ほど述べたた２０年度の第１次の補

正予算以来、国の指針の中においてもこう言った分割出来るものやそう言った、特に中小零細に

配慮したという中で出来る限りそう言った事業区分、分割区分をしながら現在までやって来てご

ざいますので、趣旨を十分踏まえた中で今後ともそう言った事業の執行、こう言ったものをきち

んと確保、担保して行きたいとかように考えてございます。また、併せまして次の委員会、新年

度予算の関係の中でも申し述べたいと思っておりますけども、特に国と道の事業が今後非常に縮

小してくる、特に農業、土木関係、具体的に現在は予算は確定してございませんが道営事業、お

耳に入っていると思いますけども、当初２２年の予算要望した３分の１しか付いていないと言う

事もございますし、特にそう言った環境の中におきましてまだ道路関係についても箇所付けが終

わっていない、そう言った状況を見ますと当然、国や道の事業発注が具体的に行われるのは夏の
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７月とか８月で着工出来るのが９月以降、そう言ったことも想定されてございます。従いまして

今回提案させて頂くようなこう言った緊急経済の補正予算において、町内においては枠取りが纏

まった段階において、それぞれ春先から町内何らかの経済活動がしっかりと担保出来る、そう言

った仕組みも踏まえまして今回提案させて頂きました。そう言った事についてもご理解を賜りた

いと思います。以上でございます。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○委員長 

 他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。 

 ②番、第５次清里町総合計画策定審議の経過報告についてと言う事で、報告の方をお願いいた

します。 

 

○総務課長 

 お手元の議案６ページをお開き頂きたいと思います。既に常任委員会の方にご説明して来てい

る通り平成２２年度を以て第５次の総合計画が完了すると、そう言った流れにおきまして昨年来、

公募委員を含めた３０名の策定委員で審議会を構成しながら現在まで４回の策定審議会を開催を

してございます。４回目におきましては、およそ４つの専門委員会の構成も原案的な部分で終え

ているものございますが、現在まで各委員から出された意見、そう言ったものについて中間的な

報告として常任委員会に報告をさせて頂きたいと、かように考えています。具体的な内容につき

ましては担当主任の年藤よりご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主任 

 それでは私の方から審議経過についてご説明申し上げます。７月３日の諮問以降、村尾会長以

下公募委員を含めた３０名の委員から成ります審議委員会におきまして、４回の審議をいたして

おります。詳しい内容については省略させて頂きますが、この中で１１月１８日第２回策定審議

会及び１２月１７日第３回の策定審議会におきまして、各担当課より出されました第４次総合計

画の実績評価また第５次総合計画に向けた現状と課題につきまして、３つのグループに分けまし

て審議をいたしたところでございます。また、これらの協議の結果を併せまして先日１月２９日、

第４回策定審議会におきまして全体の取り纏め、集約を行ったところでございます。またこの日、

併せて専門委員会の構成について事務局からの提案もございました。この第４回で協議をなされ

ました全体の集約につきまして、次の２番目の策定審議会全体集約について説明を申し上げます。

こちら７ページでございます。基本的には第４次の総合計画の章立てに基づきまして各委員さん、

審議会の委員さんよりご意見を頂きまして、これを纏めたものがこちらの資料でございます。章

立てに基づいた議論の他に章に留まらない全体的な課題に関わる意見がございましたので、こち

らを７ページに纏めてございます。以下、要点のみご説明を申し上げます。全体課題につきまし
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てまず総合計画についてからでございますが、こちらは前回１０年と言う期間についての意見と

して計画期間について再検討を要するという意見がございました。次に人口減少への対応といた

しまして、従来も行っていますが、人口推計や産業構造の変化等を踏まえたまちづくりのあり方

を検討すると言う意見がございました。将来のまちづくりについてのあり方についてですが、最

低限必要な施策のラインと言うものを検討する必要があると言う意見がございました。次に８ペ

ージでございます。こちらが現行の総合計画の第１章についての意見でございます。この中で、

上下水道について維持管理のローコスト化について、また生活環境の分野では現在も行っており

ますが自然エネルギー利用への支援充実・拡大で住宅用太陽光発電システム導入、こう言ったも

のをこれから進めて行くと言う意見がございました。９ページでございます。第２章の保健、医

療、国保、年金についての意見についての集約でございますが、保健医療体制について今後行わ

れます診療所の円滑な運営についての意見がありました。また、現在健康づくり計画の策定が進

んでおりますが、こう言った個別の計画等の策定時期、総合計画との整合性、そういったものに

ついての意見がございました。次に高齢者福祉についてでございます。今後高齢化が進むにつれ

て入所待機者への解消に向けての対策が必要であると。具体的には施設の増設等についての意見

がございました。また、施設介護以外にも高齢者が自立できる生活を整備する必要がある、こう

言ったことによって高齢者の生活に選択肢を用意する事が必要と言う意見がございました。また、

地域福祉につきましては子育て支援の充実を進め、女性の働きやすい環境づくりに繋げる必要が

あると言う意見がございました。次に１０ページでございます。こちらは現行計画の第３章、国

際交流、地域間交流、地域イベント、定住促進、にぎわいと交流の町づくり、交通体系の確立に

ついての集約でございます。まず地域間交流でございますが様々な意見がございましたが、これ

までの交流のあり方にとらわれず、柔軟に色々な交流のあり方と言うものを検討して行く必要が

あると言う事で、こちらに書いてございます様な意見がございました。それから１つ飛びまして

定住についてでございますが、高齢者と若年層との交流、また高齢者同士の交流が出来る住環境

を考えて行く必要があるという意見がございました。また、若年層の定住対策に繋がるような住

宅整備についての意見がございました。次に移住についてでございますが、こちらも、これまで

も本州からの移住者に重点的にＰＲをして来たわけでございますが、それに限らず様々な幅広い

層にＰＲして行くべきだとの意見がございました。１１ページでございます。第４章の産業、観

光振興の集約でございます。産業振興全体についての意見として最初に纏めてございます。１つ

は後継者対策が必要と言う意見がございました。また中ほどでございますが、農商観工等の異業

種連携、これを更に進めて行く必要がある。また関連いたしまして下から２番目の意見でござい

ますが、産業クラスターを育成する必要があると言ったご意見がございました。その下の農業振

興でございますが、主なものといたしまして今後見込まれる農協の合併に伴う関係機関の広域化

を検討する必要があると言う事でございます。１２ページです。農業分野の続きでございますが、

一番上の農産物のブランド化、付加価値化を促進する必要があると。また、現在の農業の構造と

言いますか現在進めている大規模農業の将来と言うものがどの様になって行くのか。そう言った

ものを考えて行く必要があると言う意見がございました。次に林業振興でございますが、計画的

な森林施業と言う事で、そう言ったことが環境保全に繋がると言う事で意見がございました。次

のページ１３ページでございますが、産業の続きでございますけども、商工振興についてでござ

います。今後過疎化が進む中で、過疎地に特化いたしました商工業のあり方、そう言ったものを

模索する必要があると言う意見。また、地域では商工業がライフライン的な役割を果たしている。

そう言ったものを確保するという姿勢での商工業振興を図る必要があると言う意見がございまし
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た。次に観光振興についてでございますが、現在ある観光資源の保護と活用を行いながら、従来

型の観光だけでなく、例として上げれば滞在型、体験型の観光こう言ったものを進める必要があ

ると。また、広域観光の視点も必要だと言った意見がありました。１４ページでございます。こ

ちら第５章の学校教育、社会教育についての集約でございます。始め学校教育についてでござい

ますが、行政と地域の役割分担を明確にした中での教育の推進。また、清里町ならではの教育環

境を充実させ、環境の良さを活かした特徴ある教育をして行く必要があると。また、今後見込ま

れる児童数減少に対応した学校教育のあり方。地域にいかに学校を残していくかと言うことを検

討して行く必要があると言う意見でございました。社会教育につきましては体育施設等の広域利

用、管理等について意見がありました。１５ページでございます。最後の章でございますが、第

６章では行財政運営、広報広聴、広域行政、住民参加、情報化などにつきましての意見が出され

ています。行政運営につきましては、行政のスリム化の中で町民の皆様の合意を頂きながら行政

の役割をどこまで求めるか検討する必要があると言う意見がございました。コミュニティー活動

におきましては自治会の今後のあり方、また若い世代の横の繋がり等についても注意を払ってい

く行く必要があると言う意見がございました。以上簡単ではございますが、これで説明を終わり

ます。 

 

○総務課長 

 ただ今、担当より説明したとおりかなり活発なご意見を頂いております。第４回で専門委員会

も構成、今後専門委員会を中心とした分野別の討議に併せまして会長及び専門委員会の委員長・

副委員長よって基本構想の策定の専門委員会も並行しながらスタートして行く、このように考え

てございます。審議経過等につきましては、今後、遂次それそれ議会にご報告いたしながら、平

成２２年度できるだけ早い段階において方向性、全体計画を鋭意進めて参りたいとかように考え

てございますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

○委員長 

 ただ今の、清里町総合計画策定審議の経過、結果と言う事でご説明ございました。何か質問が

あれば受けたいと言うふうに思います。 

 

○委員長 

 無ければ、次に移らさせて頂きます。③になりますけども、平成２２年度清里町予算編成につ

いてという事でお願いいたします。 

 

○総務課長 

 口頭での中間報告と言う形でお許し願いたいと思います。現在平成２２年度の清里町予算の編

成の最終段階に入ってございまして、大体今日、明日ぐらいで最終的な微調整を終えて行きたい

と、この様に考えてございます。当初、政権交代によって国の具体的な２２年度の予算編成方針

ですとか、交付税状況ですとか譲与税の関係、さらには新しい政府に伴う子ども手当てと言う形

がほぼ見えなかった、やっと１月に入って具体的な内容が見えて来たと言う中で、かなり苦労し

て現在まで進めて参りましたが、ほぼその概要についても国の提示がございますので、そう言っ

た前提に立ちながら最終段階に入ってございます。予算の全体的な規模でございますけども、一

般会計におきましては、昨年当初予算が約４２億４千万。こう言った形になってございますが、
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ほぼ横並びぐらいの予算になろうかと、このように考えてございます。特別会計につきましても、

国民健康保険関係につきましては医療費の一定の落ち着きが出て来たこともございまして、昨年

当初より８千万ほど全体額が低めの予算概要になろうかと考えてございますし、焼酎会計につい

ては既に常任委員会にご協議申し上げたとおりコンパクトな予算編成に努めて参りたいと、この

ような原案を作成中でございます。また、歳入の関係でございますが特に町税の関係につきまし

ては、一般勤労者、中小事業者等についてはかなり、所得等についてはかなり厳しい環境にござ

いますが、農業所得の中心とした関係につきましては新しい制度が２年目に入って、その分の反

映ですとか出来高の関係である程度落ち着きを見せている。そう言った意味では若干の伸びが見

られると、このように推計をいたしてございます。また、中心となる一般財源の部分で行きます

と地方交付税がございますが、政府におきましては地方主権型社会への転換、行財政の転換、そ

う言った方針を打ち出して総額で前年度対比１兆１千億の増と言う形の中で、地方交付税につい

て計上されてございます。そう言った状況を踏まえた場合については、ある一定程度の確保が２

２年度については成されて行くのではないかと、その様に考えながら編成を、今後最終的な部分

で詰めて参りたいとかように考えています。ただ、当町におきましては既に地方債の償還、こう

言ったものがピークを過ぎて来ている事もございまして、この辺の跳ね返りで基準財政需要額が

減って行くと言う部分。さらには、今回大幅な交付税の見直しの第１段階として、補正計数や単

位費用の見直しを思い切って行う。そう言った具体的な跳ね返りがどう言う形でなって来るのか

まだ見えない部分もございます。そう言った事を踏まえながら有る一定のプラスの部分で２２年

度は組んで行きたいと、そう言うふうに考えているところでございます。また、基金等の繰入、

地方債との関係でございますが、先ほど補正予算等を提案させて頂きましたが、大型事業につい

てはほぼ繰越事業で実施をして行く。残りは２２年度当初予算で決めなければならない大型事業

については、町営住宅の１棟の関係それから緑清荘の町単独事業の関係、このようなものについ

ては大型事業で２２年度の当初予算の中で計上させていただきますが、それ以外についてはほぼ

２０億弱についてはそれぞれ２１年度の繰越事業という形になります。それに充当する為の基金

ですとか、地方債が必要無いと言うこともございまして、ほぼゼロに近いレベルで、臨時財政対

策債を除いた部分で一般的な事業費の地方債、そう言ったものについてはかなり低いレベルで当

初組んで行けるのではないかなと。また、地方債の発行に当たっても過疎法が６年間受けれる、

通常国会で最終的な議員提案の中で審議される事になってございますけども、６年間の延長が見

込まれてございます。従いまして、地方債の発行についても有利性が担保出来る過疎債を中心と

しながらですね、予算編成に最終的には落ち着かせて行きたいと、かように考えています。詳細

につきましては、次回常任委員会の方に提示しながら３月定例会に２２年度予算を提案させて頂

きたいと、かように考えておりますので宜しくお願い申し上げます。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今の２２年度予算編成、口頭でありますけども何か委員の方ございましたらお受けしたい

と思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは続きまして④番。ラオス行政幹部候補生来町についてということで、お願いします。 
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○総務課長 

 ４点目のラオス行政幹部候補生来町の関係でございますが、既に議長さん、また事務局を通じ

ながら議会の対応をお願いしてございますが、最終的な受入日程等を完全に固まりましたので担

当の主査よりご報告申し上げると共に、今後とも議会でのそれぞれの対応についても、ご理解と

ご協力を賜りたいとお願い申し上げます。担当主査よりご報告申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは１６ページをご覧頂きたいと思います。今回来町するのはこの表題のとおり、２１世

紀東アジア青少年大交流計画に基づく招へいプログラムがありまして、１番の交流計画に書いて

ございますが２００７年１月開催の東アジア首脳会議において表明された事業でございます。こ

の招へいプログラムについては、財団法人日本国際協力センターが実施団体となりまして行うも

のでございまして、本町に滞在が決まった経緯は外務省が道東地方での視察先を探していたこと、    

ＪＩＣＥ担当者と本町のネットワークがあったことから本町に打診があり本町が受け入れ決定し

たものでございます。２番招へいの目的ですけども、政治、行政分野におけます日本とラオス国

の交流及びラオス国の人材育成でございます。当町における滞在期間でございますけども、２月

１１日から１５日までの４泊５日。このプログラム全体としましては、２月の９日から１８日の

１０日間となっております。４番招へいの対象者及び人数でございますが、ラオス国家政治行政

学院学生と将来ラオス国の行政機構において幹部となります人材の２７名で、１６名が男性で１

１名が女性と言うことです。この他、担当しますＪＩＣＥの担当者２名、コーディネーター２名

が同行する予定となっております。主要なプログラムにつきましては６番の受入日程表で説明い

たしますので１７ページの日程表をご覧頂きたいと思います。２月１１日、女満別空港から本町

に来町されまして、この日は焼酎工場の見学でございます。２月１２日につきましては、９時半

から臨時町議会がございますのでそれを見て、その後１１時から清里町議会との昼食懇談会と言

う事で、町行政制度、議会制度についての懇談を行い昼食を取りながら懇談を行います。この日

の午後からにつきましては、行政視察と言う事で保健福祉総合センター、清掃センターの視察と

なってございます。午後６時からでございますが、農業、商業など地域で活躍されています青年、

また、体験等で今回お世話になります団体の方たちとの交流会を予定してございます。２月１３

日でございますが、この日はそば打ち、スキー、茶道と言う事で日本の文化やスポーツの体験を

する予定となってございます。２月の１４日でございますが、この日は終日網走観光の予定でご

ざいます。最終日の２月の１５日でございますが、この日は産業関係の視察を中心に行うと言う

事で、農協関係の工場の見学、札鶴ベニヤさんの見学、それから酪農分野の視察で前中牧場と。

午後には中学校との学校交流と言う事で、給食を食べながら生徒及び校長先生との懇談を予定し

てございます。最後の日程でございますが、農村女性の起業モデルケースの視察と言うことでド

ライフラワー花いちもんめを視察する予定でございます。先ほどお話したとおり、議会の傍聴、

議会議員との昼食懇談会等色々お世話になると思いますが、ご理解ご協力を宜しくお願い申し上

げます。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今、ラオス行政幹部候補生来町についてご説明がございました。委員の方から何かござい

ますか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 それでは無いようなので、最後の⑤番宜しくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 最後になりましたが、地域情報通信基盤整備事業公募型プロポーザル審査の結果並びに工事契

約議決議案の提案についてご説明申し上げたいと思います。お手元の資料１８ページをご覧頂き

たいと思います。本件につきましては既に常任委員会等で協議した中、また昨年１１月の臨時会

について事業についての補正の可決がされているところでございます。更に本年、先月でござい

ます１月２９日付けで総務省より事業の交付決定が参ってございます。それと並行しながら事務

的な手続きを進めてございますが、プロポーザルによって、審査によって選定を終えてございま

して、来る２月の１２日の臨時会において議決の提案をさせて頂きたいと、かように考えてござ

いますので現在の経過等について資料を以て担当の総括主査よりご説明を申し上げます。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 それでは１８ページに基づきまして説明させて頂きます。今回の事業につきましては既にご説

明してありますとおり、町内全域に光ファイバーを敷設する事業でございます。その事業者選定

に当たりまして、プロポーザル審査ということでの業者からの企画提案型と言うことでの審査を

行ったところでございます。まず１番の審査経過でございます。まず、公募型のプロポーザル実

施要領を昨年１２月１８日に公示を行っております。内容といたしましては、事業概要、総事業

費等を示して提案参加業者を募集しております。これに基づいて本年１月１５日提出期限といた

しまして、まずこのプロポーザルに参加表明を頂いております。その後、その参加表明に基づき

まして審査した後、企画提案書の提出と言う事で１月２２日までに提出をして頂いております。

業者につきましては参加表明並びに企画書の提出、それぞれ１社の提出がございました。これに

基づきまして町の方で審査会の設置を行っております。平成２２年１月６日、競争入札参加資格

審査委員会により構成をしております。この構成につきましては副町長並びに課長、職員５名で

構成してございます。この審査会におきまして、ます第１回目のプロポーザル審査会を１月２５

日に開催してございます。この中におきましては、事業概要の説明、プロポーザル方式の説明と

言う事で審査会委員に周知をしているところでございます。それに基づいて第２回のプロポーザ

ル審査会と言う事で、提案事業者からのプレゼンテーションを行っております。１月２６日でご

ざいます。これにおきまして、参加業者より審査委員に対して事業の提案説明を行っております。

次に第３回のプロポーザル審査会と言う事で、当日プレゼンテーション終了後、審査委員会にお

きまして審査を行いまして内容を取り纏めてございます。この審査会における事業者選定、評価

のポイントとしましては、その事業に対します技術力、あるいは業務に対する理解度、取組みの

姿勢並びに将来的な安定性さらにはコストの面、これらを審査をして行っているところでござい

ます。２番目の事業実施予定者の選定結果につきまして、１月２６日審査委員長より町長に対し

まして１社選定した結果を報告しているところでございます。選定事業者につきましては、（２）

に記載のとおり共同提案者ということで東日本電信電話株式会社及びエクシオ・ＮＴＴ東日本特

定建設工事共同企業体でございます。上記につきましては、光ブロードバンドサービスのサービ

ス提供及び保守を担当いたします。下の業者につきましては実際の設計並びに施行を行う業者で

ございます。事業費の提案額は４億６千２００万円と言う事で、こちらが上限額と言うことでの

提案となっております。これにつきましては、３番目の今後のスケジュールで記載しております
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が、今後この事業者から見積書を提出して頂きまして、実際の金額を提示していただき、これに

基づいて契約行為を行うものでございます。２番目につきましては、２月の第２回臨時議会にお

きまして、この契約金額に基づきまして契約議決の提案をさせて頂きたいと思います。その後、

議決後に本契約と言うことを予定をしてございます。３番目の事業の実施期間でございますが、

平成２１年後事業と言う事で予定してございますけども、繰越事業となる事が見込まれておりま

す。調査設計につきましては契約後２月からおよそ６月を目途に。さらに実際のケーブルの敷設

及び中継局２箇所新築工事がございますけれども、それが５月から１２月ごろの見込みとなって

おります。実際の町民の方々へのサービス提供の開始の時期ですけども、現在平成２１年度の交

付金事業といたしまして実施しております自治体が全道で今のところ５８市町村、管内におきま

しても７市町村と言う事で非常に多数の市町村で実施が予定されております。本町におきまして

は既に、今まで申し上げました選定も終えておりまして比較的事業の進捗状況としては早いと言

う状況もございますけども、実際のサービス開始時期につきましては平成２３年の１月、早くて

１月、それから３月ぐらいの間で実施をして行くと言う事で予定をしているところでございます。

以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今説明がございました、プロポーザル審査の結果並びに工事契約議決案の提案について説

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。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点お伺いいたします。光ブロードバンドと言う事で委員会の時にも何回か説明を頂

いているところですが、４億からのお金を掛けて、国からの大方の補助と言うことでやれる訳な

んですけど、実際それを受ける町民と言う部分、どう言う形のことで利便性が高まって行くのか。

そう言う一つの、認識っていうのは意外と無いような気がするのだけども。それらの部分で、既

に動き出している部分で、町民にもきちっと、どう言うような事でどう言うようなものが便利に

なって行くのかって言う部分、知らしめるというような部分が本当に必要かと、そう言うような

事をちょっと感じる訳なんですけども。 

 

○総務課長 

 既にこの間の委員会の中でも具体的な活用、将来的な活用についてのご説明を申し上げました

が、今の勝又委員からのご意見も十分踏まえながら、特にお年寄りの、高齢者もいらっしゃるで     

すとか、できるだけ町の広報ですとか自治会との懇談会、そう言った中におきましても、しっか

りとその辺の具体的な利用におけるメリットですとか、具体的な費用的な負担はどの位になるの

かですとか、その辺も含めて今後十分な対応を図らせて頂きたいと、かように考えてございます

のでご理解いただきたいと思います。 

 

○委員長 

 他、ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 
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 無ければ、総務課全般に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２番、次回の委員会の開催についてという事で事務局お願いします。 

 

○事務局長 

 先ほどお知らせしましたように３月１日、月曜、９時からと言う事で定例会に向けての常任委

員会を開催したいと思います。 

 

○委員長 

 ３月１日、月曜日、９時からと言う事でお願いをしたいと言うふうに思います。 

 それでは３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 

 それでは事務局ございませんでしょうか。 

 

○事務局長 

 ないです。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは、第２回目の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００分 


