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第３回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年３月１日（月） 

    開 会     午前 ９時０３分 

    閉 会     午前１０時５５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８号）の概要について  

②平成２２年度清里町予算の概要について  

③平成２２年度一般会計当初予算主要施策等（総務課所管分）について 

④網走支庁管内町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更につい

て           

⑤北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

⑥北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

⑦北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

⑧清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例について  

⑨清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例について   

⑩町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について  

⑪清里町基金条例の一部を改正する条例について  

●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２２年度一般会計当初予算主要施策事業（生涯教育所管分）について 

 ③冬季オリンピックバンクーバー大会について  

●消防清里分署 

 ①平成２１年度消防費補正予算について  

②平成２２年度消防費予算について  

③救急出動及び火災出動状況について  

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 
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○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 

■生涯教育課長     斉藤 敏美    ■学校教育Ｇ主幹   鈴木  敏  

■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁    ■消防清里分署長   高橋 俊幸 

 

 

○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 

 おはようございます。第３回総務文教常任委員会を開催させて頂きます。３月定例会に向けて、

案件大変多くなってございますので宜しくお願いしたいと思います。また、今日議長が所用で途

中退席いたしますので、随時その時間になりましたらお願いいたします。 

  

 

○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１１件ございます。随時説明をお願

いいたします。 

 

○総務課長 

 おはようございます。３月定例会に先立ち、総務課より、ただ今委員長からお話があった通り

１１件について協議・ご報告申し上げたいと存じます。なお、関連する条例等については一括的

な説明をさせて頂きますことをご理解頂きたいと存じます。まず１点目の平成２１年度一般会計

補正予算（第８号）の関係ですが、お手元の議案２ページをご覧頂きたいと存じます。今般の８

号補正につきましては、全体的な実行の補正予算として不用額の生じたものについては減額、追

加的な事業については追加補正、併せながら大型事業でございますが、農山漁村の関係で小麦の

乾燥調製施設について農協から要請を頂いた関係について具体的に支援策が固まりましたので、

財源手当て、補正等についても調整が済んでございますので、そう言った前提でご理解、補正を

させて頂きたい、かように考えております。全体的な補正額につきましては３億９千７９２万８

千円、補正後の予算総額が７３億強と言う形で、当初予算４２億でスタートしてございますので、

今後繰越し手続き等もございますが３億９千万強と言った具体的な８号予算での段階、このよう

に認識してございます。主な補正等でございますが、それぞれ一般財源等含めてオーバーフロー
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したものについては減債基金積立て、さらには公共施設整備基金への積立て、次年度以降の一般

財源として活用できるような、そう言った余裕を持たせた形にして行きたい、かように考えてご

ざいます。また１点、今日この常任委員会が終わった後顕彰審議委員会が開催されて、その中で

検討されますので仮計上と言う形の中で大谷医師に対する報償金、こう言ったもの仮計上で組ま

させて頂いておりますのでご了解を賜りたいと存じます。その他介護保険への繰り出し等を含め

た特会への調整、さらには新たに平成２２年度からスタートします子ども手当の導入に向けての

準備的なシステムの導入、さらには畑地かんがい協議会等への交付金、こう言ったものを併せな

がら一番大きな事業としては後ほど産業課から具体的な財源も含めてご協議を申し上げると思い

ますが、農協の麦乾施設に対して３億９千７５０万円の支援を行って参りたい、かように考えて

ございます。１次分、２次分、それぞれ採択を頂いておりますが、１次分の採択分の農協負担に

ついては国の公共投資臨時交付金の内示を頂いてございますので、それを充当して行きたい、１

００％の関係で、町に対して、一部町の負担はございますが、こういった形で進めて行きたい。

さらに２次分の許可を頂いた分については道との協議において過疎債の充当にについてご了解を

頂いておりますので、この２つの財源をもって今回農協の支援を行って参りたい、かように考え

てございますのでご理解を賜りたいと存じます。なお、今回の補正後の基金の残額でございます

が、今回全体的な約１億４千万弱の基金の積み増しを行ってまいりますので、２０年度末と比べ

て約２億３千万程度、８号補正の段階で積み増しを行い８号補正後の基金残額、備荒も含めて約  

２７億４千５００万、こう言った状況になってございます。具体的な補正概要につきましては担

当の熊谷主査から申し上げますが、併せながら全体的なものとして今回大型事業を補正で組んで

ございますので、そう言った歳入、国の交付金、補助金、さらには地方債の財源、こう言ったも

のが４月、５月にずれ込む。現在、借入限度額５億で設定してございますが、今回の大型で前払

い等を含めた財源調整の中で限度額を３億上積みにして限度額８億の設定を今回お願いして参り

たい。また併せまして繰越明許費の関係でございますが、２２年度でそれぞれ債権が確定しない

ずれ込み事業、こう言ったものが明らかになっているものについては国との協議等におきまして

２月臨時会に補正をさせて頂いた地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業について、３件につい

て、今回繰越しの手続きを取らせて頂きたい。その他債権等が今後確定するもの、既に確定して

いるもので現在国との協議を行ったものついては今後３月にお願いして参りたいと考えておりま

す臨時会や最終的な専決、こう言った中で繰越しについては措置をさせて頂きたい、かように考

えてございますのでご理解を賜りたいと存じます。それでは概要について担当の熊谷主査よりご

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 8 号）の概要について、ご説明をいたします。今

回の補正につきましては、事業の執行がなされまして事業費の確定をし不用額の減額補正、こち

らを中心としまして、また新たに実施する新事業や追加事業の提案をさせて頂くものでございま

す。なお、詳細につきましては担当課よりご説明申し上げます。資料の 2 ページをお開き下さい。

表の中段より下の歳出よりご説明いたします。時間の関係もございますので補正額と主な内容の

内特異的なもののみご説明申し上げます。議会費については１２９万円の減額でございます。期

末手当の率の変更による議員期末手当等の減額によるものが主な内容になってございます。総務

費についても期末手当等の率の変更による職員給与費が１千２６１万円の減額、基金積立のうち

減債基金に介護報酬等の増額分１千６７５万６千円の積立て、公共施設整備基金に課長の方から
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も先程説明がありましたが、一般財源のオーバーフロー分こちら１億２千３１５万３千円の積立

て、自治振興費につきましては光熱水費を中心に３１０万円の減額、顕彰費については大谷先生

への功労金として１００万円の仮計上をさせて頂いてございます。また総合庁舎管理費について

は、庁舎改修や耐震補強工事等の執行残の減額、花と緑の交流事業費については中高校生の海外

派遣研修事業等の減額、地域振興対策費については国の経済危機対策臨時交付金を活用し実施し

てございますが、委託料、工事請負費、備品購入費等の執行残の減額を行ってございます。また、

地域振興券の財源として充当しておりました、ふるさと基金の繰入金２千３７５万９千円につい

て支消を取りやめてございます。総務費の補正額の合計は７千３０７万８千円でございます。民

生費につきましては全体的には５３５万５千円の減額でございますが、介護保険への繰出しが３

００万６千円の増額、また平成２２年度から支給されます子ども手当てのシステム導入委託費に

３１５万円の増額となってございます。またこのシステム導入経費については国の１０割補助と

なってございます。衛生費につきましては３千２４４万７千円の減額でございますが、国民健康

保険会計の繰出金に２千万円の減額などが主な内容となってございます。農林水産業費につきま

しては、畑地かんがいの協議会交付金が２２５万円の増額、団体営土地改良事業負担金が１３９

万８千円の増額、また農山漁村活性化プロジェクト支援交付金補助については、農協が実施して

ございます麦類乾燥調整貯蔵施設の建設に対します国の補助や地方債を活用した町の支援として

３億９千７５０万円を計上してございます。農林水産業費の補正額は３億９千６３６万５千円で

ございます。商工費につきましてはパパスランド及び緑清荘の指定管理業務の減額を含む９４９

万８千円の減額でございます。土木費は道路橋梁指定管理業務の１２３万８千円の減額を含む全

体では４９２万３千円の減額でございます。消防費につきましては、高規格救急車、車庫の建設

費確定に伴う清里分署費負担金７０５万８千円の減額でございます。教育費につきましては、光

岳小学校やトレーニングセンターの工事費等の確定による減額が主な内容でございまして、総額

１千９４万４千円を減額するものでございます。公債費につきましては財源５０万円を振替える

ものでございます。歳出の補正の合計は３億９千７９２万８千円でございます。続きまして歳入

についてご説明をいたします。町税につきましては町民税の個人分で１千６５０万円の増額、固

定資産税で９９５万円の減額、差引き６５５万円の増額でございます。地方特例交付金につきま

しては特例交付金の金額が確定したことによりまして、４０万１千円を減額するものでございま

す。地方交付税につきましては、普通交付税の保留額２千８１万４千円を今回増額補正するもの

でございます。使用料及び手数料につきましては道路占用料を含む２４万３千円を増額補正する

ものでございます。国庫支出金につきましては歳出でご説明いたしました子ども手当てシステム

導入に係る準備事業に３１５万円、また公共投資臨時交付金の２次配分、こちらに伴います増額

補正として２億８千１４２万円が主な内容でございます。国庫支出金の補正額の合計は２億７千

２９６万円となってございます。道支出金は介護給付費や新型インフルエンザワクチンの補助金

の減額を含む３０３万９千円の減額。財産収入は積立て金利子の３０５万３千円の減額を含む総

額で４７万６千円の減額となってございます。繰入金につきましては、地域振興券の事業に充当

してございましたふるさと基金について２千３７０万６千円を減額するものでございます。諸収

入については２千５００万６千円の増額でございますが、介護収入１千７００万円などが主な内

容でございます。町債につきましては事業費確定による減額を中心としてございますが、歳出で

ご説明いたしました麦乾施設に伴います町の支援補助に対しまして農山漁村活性化プロジェクト

支援交付金事業債、こちらを１億５５０万円を新たに充当してございます。また凍雪害の３９０

万円の増額については起債の変更によるものでございます。町債の補正額は１億１６０万円でご
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ざいます。寄附金につきましては記載してございます３件のご寄附を頂いてございまして合計額

３８万円でございます。歳入の補正の合計は３億９千７９２万８千円でございます。歳入歳出の

現計予算額６９億４千６２８万１千円に補正額３億９千７９２万８千円を加え、補正後の予算額

は７３億４千４２０万９千円とするものでございます。以上が一般会計補正予算（第８号）の概

要でございます。 

 

○委員長 

 それでは、一般会計補正予算（第８号）についてご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 

 無ければ次に移ります。それでは②番でございます、平成２２年度清里町予算の概要について

と言うことでお願いいたします。 

 

○総務課長 

 それでは平成２２年度清里町予算の概要と言うことで、お手元にお配りしました別冊の総括説

明資料をもって概要についてご説明申し上げたいと存じますので、お手元に資料をご用意頂きた

いと存じます。横組のＡ４判になります。まず予算編成の基本方針、既に過日の常任委員会にお

いても新年度の予算編成方針についてご説明申し上げているところでございますが、１点目とし

ては最終年度となります第４次総合計画の推進と、さらには現在第５次総合計画の策定作業が進

んでございますのでこれに連動する地域活力に満ちたまちづくり、こう言ったことがまず第１点

目としての基本方針でございます。２点目が第２期の自立計画が平成２２年度３ヶ年計画の中間

年となりますので、自主自立のまちづくりに向けたそう言った予算編成。併せて３点目としまし

ては住民協働と共生で築く安心・安全なまちづくり、経済状況がこう言った中において高齢化が

進んでいる、そう言った中における安心・安全なまちづくり、そう言った観点の予算編成となっ

てございます。４点目としては継続的な行革、そう言った中において選択と集中によって健全財

政、こう言ったものをしっかりと堅持して行く、そう言った考え方に立ってございます。５点目

が新たな国の政策動向への的確な対応と地域経済・雇用対策への機動的な取組みと言う形の中で、

国のほうも大幅に政策の転換が行われておりますが、そう言ったものに対してしっかりと基本的

な概要を図る中、地域不安を解消した雇用、社会経済への支援、こう言ったものをやって行く、

そう言った考え方の中でそれぞれ予算編成をさせて頂いたものでございます。 

次のページ２ページをご覧頂きたいと存じます。全体的な予算の総括表となってございまして、

一般会計につきましては当初予算で４２億４千３００万円、介護保険事業特別会計から焼酎事業

特別会計まで合わせますと全体で５６億９千５９８万１千円と言う中で、全体では対前年比９８.

６％、ほぼ総体的には同じような規模の予算となっておりますが、ご存じのとおり一般会計、先

ほど申し上げたとおり第８号補正の段階で７０億を超えるものになってございますが、その内約

２０億程度については繰越しと言う形になりますので、実態予算としては一般会計約６０億程度

の予算になっている、このように考えてございます。 

３ページをご覧になって頂きたいと思います。一般会計の歳入の関係でございますが、町税の

関係につきましては４億４００万円と言う形で前年度対比で２千９０万円の増、ほぼ平年並みに
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戻ってきている。農業関係の品目横断の関係の流れがありまして一定の落ち着き、また経済対策

等において一般企業非常に厳しい状況がありますけれども、中小・零細含めまして有る程度事業

が徹底して極端な落ち込みが生じてこない、そんな観点に立って町税収入については当初予算で

４億４００万円で計上させて頂いている、こう言った内容になってございます。地方譲与税につ

きましては前年度対比８７.５％と言う形でございますけれども、特に国税収入の落ち込みによる

配分影響、こう言ったものを反映した中の計上でございます。交付金についても同様の考え方で

ございます。地方交付税につきましては当初で２３億４千万円で前年度対比５千万円の増、比率

で１０２.２％でございますが、今般、国においては地方支援と言う形の中で１.１兆円の上積みを

行って地方財政への支援を行う、そう言った方針がなされて現在国会で審議されているところで

ございますが、当町におきましてもある程度そう言ったものを見込み、普通交付税ベースで昨年

度比２.３％増、特別交付税は同額と言う形の中で、多少、起債の償還のピークが過ぎてございま

すのでその跳ね返りでマイナスの要素もある。補正係数とかそう言ったもの、大幅に今回見直し

と言うことでございますので、そう言った不安定さもありますので今回については交付税は５千

万の増で当初予算を計上させて頂いております。分担金及び負担金の関係については１千８５３

万４千円の減、対前年度比６２.３％、大幅に落ちてございますがこれは道営事業の受益者負担、

事業量がかなり３分の１まで落ちてしまった、その辺の受益者負担の関係の歳入の減額を講じた

当初予算になってございます。使用料及び手数料については大幅な増減はございません。国庫支

出金の関係につきましては２億５千６１７万円ということで前年度対比１３５.１％、こう言った

形で計上させて頂いてございますが、特に公営住宅等については今年度繰越事業で行ってきた、

そう言った全体的なもの、子ども手当てが新たに創設された、この分の増減が主な要因と言う風

になってございます。道支出金についても同様の考え方の中でそれぞれ充当できる財源の関係で

若干の伸びを見せている、こう言った内容になってございます。繰入金につきましては今年度は

６万円と言うことで実質的にはゼロ。これにつきましては、今年度の中においてそれぞれふるさ

と基金を頂いたものを次年度に充当していくと言う考え方になってございますので、その分の充

当で当初予算については繰入金を組まないで執行できるような予算内容になってございます。ま

た町債につきましては３億７千８４０万円と言う形の中で前年度対比３千７７０万円の減がござ

いますが、町債の中の臨時財政対策債の伸びがございますのでそう言ったものを勘案すれば町債

についてもかなり圧縮された中において特定財源等の充当、さらに２１年度予算の中において大

型予算の前倒し、こう言ったものを特定財源で行うことによってそう言った大きな起債を発行し

ないで、こう言った内容の歳入の状況になってございます。 

 続いて４ページをご覧になって頂きたいと存じます。各款別の歳出の状況でございますが、議

会費につきましては２１１万３千円の減でございますが、これは今年度期末手当削減による減と

なってございます。総務費については横並びの数字となってございます。また民生費につきまし

ては６千５９１万５千円の増でございますが、これは子ども手当創設が大きな要因になってござ

います。また衛生費におきましては前年度対比で約１億９千４３５万円の減になってございます

が、最終処分場の２ヶ年工事が完了した形や施設の修繕計画、また後ほど担当課からご説明申し

上げますが若返りの、長寿命化の計画を今年度立ててそれから大型補正を行っていく、修繕経費

の減、さらに併せまして昨年度２１年度の国保のルール外繰出し、医療費の増加の関係で３千万

みてございましたが２２年度である一定の落ち着きが見えると言う形の中で法定外のルール外の

繰出金、これは当初予算では計上してございませんのでそう言った影響による減と言うふうにご

理解頂きたいと思います。農林水産業費におきましては３千６２９万円の増と言う形であります
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けれども、計上科目の関係で地域振興費に計上しておりました農業振興、林業振興の補助の関係

の特定財源が２２年度当初でございませんので元の科目にそれぞれ移し替えをした、さらに札弦

地区の２施設を含めた農山漁村活性化事業を当初予算で組まさせて頂いた、そう言った増要因。

減要因としては道営事業の全体的な事業減、その増減を反映した数字となってございます。続い

て商工費の関係でございますが１億３千７６６万４千円と大幅な伸びになってございますが、交

付金事業で行っている緑清荘の増改築事業に併せて２２年度、既に委員会の中で協議を申し上げ

ている町単独事業の部分、約１億４千万円で当初予算を組まさせて頂く、それが主な要因となっ

てございます。土木費につきましては住宅建設費のひまわり団地の１棟４戸、これについて当初

予算をもって建築して行くということが主な増の要因となってございます。消防費につきまして

は高規格救急車や車庫の改築、こう言ったことが完了したことによる負担金の減、こう言ったこ

とが主な要因となってございます。教育費につきましては２千７９２万４千円の減でございます

が、緑町小学校の体育館耐震補強工事、さらには今年度の中で光岳小学校の実施設計、こう言っ

たものが事業完了と言う形について減額となってございます。公債費につきましては先ほど述べ

た通り２１年度の段階でピークを過ぎてございますので、そう言った元利償還金の減、こう言っ

たことで４千６０４万円の減の要因となってございます。以上が一般会計における歳出の主な増

減の要因となっております。 

 ５ページ、特別会計の関係についてご説明申し上げたいと存じます。介護保険事業特別会計に

つきましては当初予算で３億９千９４８万３千円と言う形の中で、一般会計からの繰出金は５千

３９７万６千円と言う法定的な介護給付１２.５％、さらには地域支援事業、事務費、こう言った

ことが一般会計からの負担になってございますので必要な繰出しを行っていく。国民健康保険事

業特別会計については７億３９４万円でございますが一般会計から２千８１４万５千円、先ほど

述べた通り２１年度においては３千万円の上乗せを行いましたが今年度については保険基盤安定

等ルール的な繰出しを行って参りたい、かように考えてございます。老人保健特別会計について

は過誤等の過年度請求を含めた形の中での、それぞれの繰越財源等を含めた中で措置をしており

ますので一般会計からの繰出しは出てきてございません。また、後期高齢者医療特別会計につき

ましては５千２１２万４千円と言う形の中で一般会計から１千４８７万１千円の繰出し。これに

ついても基本的なルールに基づく繰出しとなってございます。簡易水道事業特別会計は８千３９

８万７千円、一般会計からの繰出しは１千３９１万７千円と言うことで事業起債に係る交付税の

算入、これは一定のルール化をしてございますので公債費等、これについて一般会計からの繰出

しを行って参ります。農業集落排水事業特別会計につきましては１億２千２０５万５千円、一般

会計からの繰出しは８千３９８万１千円となりますけれども、この分につきましても公債費の繰

出金のルールの中で繰出しを行っていくと言うふうになっております。焼酎事業特別会計につき

ましては８千９９２万、一般会計からの繰出しとして計上しているのは９４０万円。人件費を含

めた部分での歳入財源として、かなりコンパクトな在庫調整も含めた部分、製造費の圧縮、こう

言った形の中で２２年度は予算を計上させて頂いている。こう言った考えでございまして、全般

的に一般会計の繰出金合わせまして２億４２９万と言った形の中で対前年度比で約４千万円強の

減と言うふうになってございます。 

 続いて６ページをご覧になって頂きたいと存じます。具体的な今後の事業については今後また

ご説明申し上げますが大型の部分と言う形の中で新規、繰越しの関係でございますが、地域振興

総合対策事業の中で地域経済、雇用関係、新規事業、異業種連携、こう言ったものについては２

１年度に引き続き科目構成させて頂き７千４７７万６千円の予算計上となってございます。新た
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に設けられました子ども手当の給付においては当初予算では６千６３０万円、当然、児童手当拠

出分の関係と並行しながら予算を計上させて頂いている、このようにご理解頂きたいと思います。

また、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は札弦地区における２施設の基

本設計を含めた実施設計を行う、町単独の部分も含めまして５千３１０万円の当初予算の計上を

させて頂く。緑清荘の改築事業につきましては町単独事業と言う形の中で１億４千万円ほどの予

算計上、財源等につきましては、緑清荘につきましては、当初予算につきましては過疎債と一般

財源、この組み合わせで計上させて頂いておりますが、既に町単独の一般財源分につきましては

北海道の地域政策補助、これを申請しておりますので確定した段階においては一般財源との振り

替え、こう言ったことも念頭に予算を計上させて頂く、このようにご理解賜りたいと思います。

また道路新設改良の関係でございますが国庫補助、交付金関係で３路線、特にＪＲ踏切３線の関

係、今回組ませて頂いて総体事業費が若干伸びてございますが、１億８千１３８万６千円、さら

にひまわり団地の関係でございますが公住１棟４戸の関係で当初予算で９千５６４万７千円を計

上しております。こう言った状況にございます。また繰越事業の関係でございますが、記載して

いる事業費については事業費ベースで平成２１年度内に補正措置により繰越額を確定したいと思

いますが、現段階における総体的な事業費として押さえて頂きたいと思いますが、繰越しをさせ

て頂く地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業２月補正で約１億強。さらに現在バリアーフリー

をやってございますが役場庁舎の耐震についても１億強の額。総務省の補助でやっております地

域情報通信基盤整備事業の関係で約４億５千２００万円。併せまして農山漁村活性化プロジェク

ト支援交付金事業としてＪＡ穀類乾燥調製施設の関係、２期工事の交付金の関係２億１千５５０

万円。さらには地域資源活用の関係で旧福祉センター跡地の関係の建物、さらに農山漁村体験施

設、緑清荘の関係で６億２千万弱。また併せて施工監理の関係。すでに予算手当てしている全国

瞬時警報システムの関係。今般の補正予算の中でお願いする子ども手当システム３１５万、こう

言った事業が次年度に繰越し、こう言った形の中で事業を執行させて頂きたい、かように考えて

おりますのでこの点も併せてご理解を賜りたいと存じます。 

 ７ページで今回当初予算で計上しなかった予算と言う形で、調整事業でございますが補正を今

後対応して行くと言う形の中で、国の支援ですとか交付金、補助等固まった段階、さらにある一

定程度健設事業が固まりその中における必要な備品等、こう言ったものを確定しながら進めて参

りたいと言う形の中で、先の常任委員会の中において全体的な工程表をもってご説明申し上げて

おりますが地域資源の関係での旧福祉センター跡地建物の備品購入の関係や完了後の運営管理費

の関係。さらに緑清荘の関係、農山漁村の関係ですが備品の整備、オープン後の運営管理費、ま

た工事に伴う指定管理者の休業、こういったものについては上記２点については６月補正の中で

それぞれ内容を精査した上で上程をさせて頂きたいと考えております。また景観形成、定住団地、

札弦パパスランド温泉掘削についてはそれぞれの交付金や、さらには単独事業となるものもござ

いますので財源的な見通し、そう言ったものを含めながら総体的な調整をかけながら今後の検討

課題として残っているとご理解を併せて賜りたいと思います。 

 最後のページになりますが８ページと言う形の中で、昨年来、特に地域経済の振興、雇用対策、

特に中小・零細を含めた雇用確保とか失業等に伴うもの、そう言ったものを頭に入れながらある

一定の枠の中で全体的な経済振興と言う形の中で事業を進めさせて頂いたところでございます

が、ご存じの通り平成２２年度予算におきましては国においては地方交付税の特別枠として雇用

対策・地域資源活用臨時特例費、さらには活性化推進特例費、そう言ったものを設けてございま

すし、さらに一方では公共投資の関係、先ほどもお話した通り農山漁村の整備の関係、道路関係、  
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こういったものが大幅に落ちて１８.３％の削減になってございまして、さらに併せて交付金の移

し替えや総合化が進んでなかなか先の見通しがついていないのも実態でございます。こう言った

ことを踏まえた場合においては、ある程度町の施策として稼動的な部分を視野に入れながらしっ

かりとした対策を取って行く必要がある。こう言った考え方に立って２２年度においても方針を

定めた中において事業対応を行っていきたい、かように考えております。特に実施内容において

は６点ほど記載をしておりますが、総合計画に基づく計画的な施設等の基盤整備の継続的な実行、

さらには総合計画及び第２期自立計画の実施計画に基づく地域振興基盤、そう言ったものに対す

る計画の推進や実施設計等の推進。３点目としてはこの後町民課からご説明申し上げますが既存

施設の長寿命化と言う形の中で、特に清掃センター等の大規模改修やさらには橋梁関係、こう言

ったことを頭に入れながら長く使えるようなメンテナンス、そう言ったことを考えながら進めて

行きたい。さらには今後、国や道の事業発注がかなり遅くずれ込むのではないかと言う予測にな

ってございますので、そうなった場合、さらには今年度の昨年１２月から３月にかけてそう言っ

た部分での雇用不安がまた生じないだろうかと言う事もありますので、そう言ったふくみも頭に

入れた臨時的な雇用機会の拡大と言うものも念頭に入れていきたい。さらに前段で申し上げた通

り国の政策動向が非常に大きく変わりつつありますので、機動的に対応する地域振興事業の創出

と言う形が必要になって参りますのでそう言った調整、計画の策定、こう言ったことも念頭に置

きたい。そう言った中で全体的な事業を推進して参りたいと考えてございます。事業の財源につ

きましては前段で申し上げました部分の普通交付税の特別枠や、さらに既に可決頂いている地域

活性化・きめ細かな臨時交付金の繰越しの関係、さらに国の地域経済振興、雇用対策に伴う各種

補助・交付金や起債、さらには基金の関係、今年度色々とご協力、ご理解を頂いた中において上

積みをさせて頂いた分もございますので、それにおいてそう言ったものの緊急的な発動、こう言

ったものを念頭に置きながら２２年度も地域経済振興、雇用対策に努めて参りたい、この様に考

えておりますのでご理解頂きたいと存じます。なお、それぞれの細かな事業については今年の仕

事を２月末に作成してございますので後ほど担当課から説明があると思いますし中をご覧頂きた

いと思います。なお２２年度の予算編成におきまして財政の部分で申し上げますと、基金につい

てはある一定程度の上積みをしてございますし地方債の残高についても８０億台まで圧縮と言う

形の中で健全財政を維持する中、地域雇用、経済、そう言ったものにしっかり対応する予算編成、

かように考えておりますので今後３月定例会及び予算審査特別委員会の中でご審議頂きたい、か

ように考えておりますので宜しくお願い申し上げます。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今２２年度の予算概要でありますけれども、委員の方何か。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ３番の中でも質問できると思いますが、③の主要施策等（総務課所管分）についてと

言うことで説明をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 ３点目の総務課所管の関係でございますがお手元の資料で３ページから。総合計画の策定事業

や各種選挙、こう言ったものが今年度予定されている。さらには先ほど申し上げました地域の経
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済対策、こう言ったことを中心に予算を計上させて頂き、さらに併せまして農山漁村の関係、産

業課が所管する部分もございますが併せて総体的な次のステップに向けての実施設計、そう言っ

たものにしっかりと臨んで行きたい、このように考えております。具体的な内容につきましては

資料の基づき澤本主幹よりご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 それでは平成２２年度の一般会計当初予算総務課所管分についてご説明いたします。３ページ

目をご覧になって頂きたいと思います。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、減債基

金積立金につきましては、老健きよさとの介護報酬及び施設使用料のうち、事業手当て超過分に

つきまして建設費の起債償還財源及び長期的な安定の備えといたしまして基金に積立てるもので

ございます。事業費にいたしましては５千１３３万９千円でございます。財源内訳につきまして

はその他となっております。４目広報費、町勢要覧作成事業につきましては、平成１７年度に作

成いたしました要覧の残部が少なくなって来たことから、２ヵ年計画で作成するものでございま

す。平成２２年度につきましては企画、資料収集、取材経費といたしまして事業費８０万円を計

上するものであり、財源につきましては一般財源でございます。３項開発促進費、１目企画振興

費、第５次清里町総合計画策定事業費につきましては、平成２２年度に現行の第４次総合計画が

最終年を迎えることから、平成２１年度に引き続きまして基本計画等を策定するに必要な経費と

して委員報酬費、報償費、印刷製本費などの事業費といたしまして４１３万円を計上するもので

ございます。財源は一般財源でございます。北網地域活性化協議会負担金事業につきましては、

北網地域の２市８町が連携をしながら地域の振興と活性化を図る目的として設置されています協

議会における平成２２年度の事業として実施されます広域観光プロモーションテレビ番組制作及

びマルシェ出展事業費の清里町負担分になります１００万５千円を計上するものでございます。

財源につきましては一般財源となってございます。６項選挙費、１目参議院議員選挙費、２目知

事道議会議員選挙につきましては、今年の７月に予定されております参議院議員選挙の選挙経費

及び明年４月に実施されます北海道知事、道議会議員選挙の事前事務経費といたしまして委員報

酬、職員手当て、器具購入費などを計上をするものでございます。参議院議員選挙事業費といた

しまして６８８万１千円、北海道知事道議会議員選挙事業としまして３８７万４千円でございま

す。財源は記載のとおり国庫支出金、道支出金、一般財源となってございます。４ページをご覧

になって頂きたいと思います。３目農業委員選挙費につきましては、明年３月に任期満了となり

ます清里町農業委員会にかかる選挙事務費といたしまして必要な経費を計上するものでございま

して事業費２００万円、財源につきましては一般財源となってございます。７項統計調査費、１

目各種統計調査費、統計調査事業につきましては、５年に１度実施されます国勢調査及び各種統

計調査に要する経費として計上するものでありまして事業費３４６万８千円、財源につきまして

は道支出金３３６万８千円、一般財源１０万円となってございます。９項地域振興費、１目地域

振興総合対策事業につきましては、地域経済の振興と雇用創出などを推進するとともに新たな国

の政策動向に機動的に対応していく事業費７千４７７万６千円を計上するものであり、財源とい

たしましては主に一般財源でございます。事業の内容につきましては臨時雇用事業関係といたし

まして２千７６２万円、公共施設等臨時修繕が１千７００万円、農商観工等異業種連携事業化支

援・雇用創出交付金事業といたしまして１千５００万円、住宅用太陽光発電システム導入費補助

が３６０万円、新たな政策事業に対応する為に測量調査及び設計業務委託料といたしまして４０

０万円、公用車２台分の更新買取経費等として７０６万３千円となってございます。５款農業水
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産費、１項農業費、６目農山漁村活性化対策費でございます。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、平成２１年度から国による活性化計画の採択により実施しているも

のであり、平成２２年度分といたしまして札弦地域の地域資源活用交流促進施設としての札弦セ

ンター及び農林水産直売所・食材提供供給施設といたしまして道の駅パパスランドの整備に向け

た実施設計費といたしまして事業費５千３１０万円を計上するものでございます。財源につきま

しては国庫支出金１千７８０万円、地方債３千３００万円、一般財源２３０万円でございます。

５ページの人件費等、給料等々につきましては担当の主査よりご説明いたします。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは私の方から平成２２年度の職員の給与費についてご説明いたします。５ページを参照

頂きたいと思います。総体の予算でございますが、下の合計欄にございます特別職・一般職合わ

せまして７億６千４８４万５千円となりまして、前年比で２千３０３万８千円の増額と言うふう

になります。一般職の職員数でございますが、本年度末の退職者３名それと平成２２年度の新規

採用予定者３名によりまして特別会計を含めて本年度同様の９０名と言う事で試算しておりま

す。今回の予算の主な増額の要因でございますが、子ども手当ての創設、それと共済組合負担金

の負担率の増率、それと退職手当負担金の負担率の増率及び３年に１回の精算でございます追加

負担金の増額と言ったものによって増額となってございます。続きまして減額の要因でございま

す。本年度の人事院勧告に伴います給料及び期末勤勉手当の支給率の改正、それと育児休業職員

並びに新規採用職員の採用に伴います給与全般の減額と言った事が主な要因となってございま

す。なお、増額減額の要因の詳細についてでございますが、後ほどお配りします例年通りの予算

書の給与明細書、こちらにて詳細を記載しておりますので後々ご参照頂きたいと思います。簡単

ですが以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

平成２２年度の当初予算主要施策と言うことで、２番も含めて質問を受けたいと思います。 

 

○田中委員 

 農林水産業費のパパスの道の駅、それと交流促進施設だと思いますが、実施設計がある訳です

が、農林水産直売所ですが大まかで宜しいですがどのような改修が予定されているのか。 

 

○総務課長 

 今回の２つの施設の実施設計、基本設計を含めて進めて参りたいと考えておりますが、新しい

道の駅の関係については、新しい部分としては一定の農産物を加工しながら発信できるようなも

の、農産物や加工品の直売所そう言ったもの。さらには既存施設の関係ですけれども温泉の関係、

かなり傷みが激しい、温度の関係、そう言った形やレストランの関係、そう言ったものについて

はある程度の大規模改修がどうしても必要になってくる。それから活動室、プレイランド、そう

言ったものについては小規模の修繕の中で使い勝手を良くする。そう言った３つの組み合わせが

今回必要になってくると言う認識に立って、現在基本計画的なものの整理を行ってございます。

当然、委員もご存じの通り地域から要望書等も上がってございますが、全てと言う訳では無くあ

る程度そう言った規模ですとか機能というものをしっかりコンパクトにしながら、しかもしっか

りとした地域特性が発信できるものを想定しながら今後さらに内容を詰めて参りたい、かように
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考えてございます。 

 

○田中委員 

 ボーリングとかは余り考えてないと言うことですか。それとゲートボール施設になっていると

ころ、今、活用はされているようですが余り有効活用がされてない様子で、そこの施設はどのよ

うに考えているのか。 

 

○総務課長 

 現在、基本計画の部分については総務課で検討して、前段の関係は産業課と言う形になってご

ざいますが、まずボーリングについて前段の予算の中でお話した通り課題として持っておきたい。

温度が非常に低い状況の中で追い炊きをしながらと言う実態もございますので、新しく掘った場

合のコストと今現在のランニングコストで見直した場合については新しい泉源を求めて、温かい

ものが出てきてそれを温泉だけではなくして施設のヒーテングに使って省エネ型に持って行く、

そう言ったものも大きな課題になってくるでしょうし、そう言ったことを念頭に置きながら今後、

再度、実施設計、基本設計等の段階においても検討を加えて参りたい、かように考えてございま

す。それから屋内のプレイランドの関係ですが、非常に利用率が低いと言う形や天井高の関係、

床の関係、そう言った形の中で現実的にどう言った使い様があるのか。ここで大きな手を加える

ことによって、本来、もっともっと有効に使えば良いんでしょうが、色々な部分がございましょ

うし、当然手を掛ければそれだけコストが嵩んで来る、運営コスト。その辺で１番の落とし所を、

大規模に改修しないでもっと使い勝手を良くするとか、そう言ったものを前提にしながら行って

いく事も一つの手法ではないかと考えてございますので、使われない所に大変な経費を掛けて、

さらに運営コストが掛かると言う事は避けなければならないと。ただ、あるものについては逆に

もっと有効に使える手法論と言うのを探すことも一つの考え方ではないかと。現実的に、出来て

から今まで皆さんご存じの通りなかなか難しい状況で来ていると言うのが事実ですから、この辺

を踏まえた上でしっかりと調整して、全体としてパパスランド、道の駅、町民が使う、観光や通

行の方が使う、新たな地域振興の雇用の場となって行く、そう言った総体的な札弦地区の地域振

興政策としてどう言った性格を持たすのが１番いいのかと言う、札弦センターとの機能分担を想

定して、調整して今後内容を詰めて行きたいと、かように考えているところでございます。 

 

○加藤委員 

 田中委員からも出た訳ですが、新年度の中で予算組みが出来ていると言う中では実施設計に当

たって、こう言う要点で実施設計をして下さいと町は業者にお願いする訳ですから、その主だっ

た内容、あるいは項目等について予算審議までにできれば提出をして頂いて充分な審議を、それ

が不可能であれば業者にお願いする前に、その内容等について充分論議のできる説明資料の提出

を求めることが必要かと思いますが。 

 

○総務課長 

 前回、基本的な方向性の基本計画的なものについて整理を行った、だいたい３月いっぱいかか

るかと思いますが。また議会事務局の方に、新しい施設の関係については４月、５月、６月につ

いて実施設計や基本設計の固まる前に集中的に、当然、所管委員会にお示しし協議を進めたい。

こう言った姿でございますので４月、５月、６月の集中的な協議、審議に付して、また並行しな
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がら地域からの要請もございましょうし、さらに補助事業、交付金事業を以て行っていく擦り合

わせもございますので、そう言った新年度の早い段階でしっかりと協議を進めさせて頂きたい、

この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。 

 

○加藤委員 

 説明の中では分かる訳ですが、実態の中ではなかなか行き違いや理解のしずらい部分も非常に

出て来るので。逆を言うと、そう言うことであるとすれば、当初予算に入れないで補正で上げる

と言う方法も当然出てくるんではないかと。予算で認めておいてその後の色んな部分もあるので。

一つ、その辺、充分に、この場で論議する気持ちもありませんので正副委員長にお任せします。 

 

○委員長 

 この辺の関係についてはまだまだ色んな要素が出てくる部分があるので、委員会としては町の

要請がありましたら直ぐに委員会を開催する用意があると言う体制を整えておりますので、随時、

変更、変わり次第、煮詰まり次第、委員会を開催すると言うことで宜しいでしょうか。 

 

○加藤委員 

 予算審査もありますので今日は宜しいです。 

 

○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 

 無ければ次、４番からございますので説明の方宜しくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 続いて議案で４番から１０番まで、一括的に説明申し上げます。今回、広域的な団体等共同設

置の団体等の関係で脱退、解散と言う形。それと支庁名の変更、公平委員会の事務局を持ってい

ますので管内交通安全共済組合の解散、脱退に伴う受け皿の関係、そう言ったものを総体的に、

今回の規約、条例改正、地方自治法に基づいて今般の議会において提案させて頂きたいと考えて

ございます。具体的な内容については総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 それでは４番の関係で６ページ、７ページをご覧頂きたいと思います。網走支庁管内町村公平

委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてご説明したいと思いま

す。現在、管内の公平委員会の事務局につきましては網走支庁管内交通災害共済組合に置かれて

おりますけれども、本年３月末をもちまして交通災害共済組合は解散と言うことから、４月より

公平委員会が管内町村会にて行うと言う事になること、さらには北海道の支庁制度改革によりま

す支庁名称変更に伴いまして団体の変更を行うこと。と言う様な事からこの規約の変更をするも

のでございます。まず６ページからご覧頂きまして、表題及び第２条の名称につきましては、団

体の名称を支庁名の変更に併せましてオホーツク町村公平委員会に変更するものでございます。
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次に、第３条委員についての第１項、公平委員会委員の選任についてですけれども、これを交通

災害共済組合長から共同設置団体長たる地方公共団体の長、清里町長でございますけれども、が

行うものとなるものでございます。これに付随いたしまして、同じく第３条の第３項の変更につ

きましては、委員の報酬及び費用弁償の取り扱いにつきまして、共同設置団体長たる地方公共団

体の定めることろとなりまして、次の第５条証人等の費用弁償、第６条委員会の経費も同じ内容

の改定となります。後ほどもご説明いたしますけれども清里町の特別職の公務員の報酬及び費用

弁償支給条例に、新たにオホーツク町村公平委員会を追加するものでございます。次に１つ戻り

まして第４条につきましてですけども、事務所及び事務職員についてですけども、第１項の事務

所は管内町村会の事務局に置く。さらに、第３項の事務職員につきましては町村会職員２名、共

同設置団体長たる地方公共団体職員に担当させると言うことでございます。最後７ページの下の

別表の改正につきましては交通災害組合が解散すると言う事で、これを削除すると言う事でござ

います。次に、⑤から⑦の改正でございます。ページ数８ページから１１ページになりますけれ

ども、この関係につきましてはそれぞれ構成する団体の解散及び名称が一部変更になると言う事

に伴う改正でありまして、一括の説明としここの説明を省略させて頂きますけれども、いずれに

つきましても、先ほど申し上げました網走支庁管内の交通災害共済組合の解散を始めとしまして

解散する団体が４つの団体、その他名称変更する団体が１つの団体で、これらの改正に関わる変

更でございます。続いて⑧から⑨番です。ページ数で１２ページから１５ページになります。こ

れらの関係につきましては、北海道の支庁制度改革によります支庁名の変更に伴いまして、清里

町議会議員並びに各特別職公務員の費用弁償及び町職員の旅費の支給に関しまして、別表に示さ

れております旅行先の名称が変わるものでございます。網走支庁がオホーツク総合振興局に、十

勝支庁が十勝総合振興局、釧路支庁が釧路総合振興局に、根室支庁が根室振興局に改正となりま

す。また、１３ページですけども清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例につきまし

ては、先ほど公平委員会規約の変更でも申し上げましたが、報酬を支給する委員といたしまして

第２条及び別表第１におきましてオホーツク町村公平委員会委員を追加するものでして、委員長

８千円、委員１日７千円とするものでございます。なお、大変申し訳ございませんが資料１３ペ

ージの記載に誤りがございまして、２１のオホーツク町村会とございますが、この会、別表のオ

ホーツクの同じく会を削って頂きたいと思います。以上、各団体の構成並びに支庁制度改革に伴

う名称の変更についての条例改正について説明を終わります。 

 

○総務課長 

 最後になりましたが、１１番目の基金条例の一部を改正する条例につきまして、今後におきま

しても全体的な基金条例の実態に合わせながら調整することになりますが、今回の定例会におき

まして学校基金を公共施設整備基金への統合、国営畑総の関係の減債、これは完全に繰り上げ償

還が終わったと言う形の中で目的を削除、そう言ったものを行っていきたい。内容については担

当の主査よりご説明を申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査    

清里町基金条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。今回の改正につきましては

現行の条例の見直しによりまして、学校基金について公共施設整備に統合すると共に、減債基金

の積立の目的にあります国営小清水地区畑地帯総合土地改良パイロット事業償還資金積立金、こ

ちらが平成１９年度、２０年度に繰上げ償還が実施されまして役目を終了したことによりまして
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削除するものでございます。資料の１６ページをお開き下さい。清里町基金条例の一部を改正す

る条例新旧対照表を添付してございますが、この左側が改正前の条例で右側が改正後の条例とな

っております。今回の改正につきましては、別表の上から２項目にあります一般会計に属する教

育設備費積立金を目的としました学校基金を削除しまして、併せて３項目にあります減債基金の

基金積立の目的にあります国営小清水地区畑地帯総合土地改良パイロット事業償還資金積立金を

削除するものでございます。また、附則といたしましてこの条例は平成２２年４月１日から施行

するものでございます。なお、学校基金につきましては現在の残高が１１６万４千１７９円ござ

いますが、３月の末に生じる利息を含めまして公共施設整備基金に積立を予定してございます。

以上でございます。 

 

○委員長 

ご苦労さまです。総務課から１１項目の説明がございました。委員の方から何かございました

ら伺いたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ終わらさせていただきます。どうもご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 ここで１０時２０分まで休憩といたします。 

                               休憩 午前１０時０７分 

                               再開 午前１０時２０分 

○委員長 

 生涯教育課から、町からの協議・報告事項についてと言うことで宜しくお願いいたします。 

 

○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いて、１７ページで説明をさせ

て頂きます。本件につきましては北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例制定に伴いま

して、現行の網走支庁がオホーツク総合振興局に名称変更となることから地方自治法第２８６条

第１項の規定により、網走地方教育研修センター組合の規約を変更しようとするものでございま

す。組合規約の変更は組合を構成する町村の議会を経て、北海道知事の許可を受けることとされ

ておりますので、次期開催予定の３月定例議会に議案提案を予定しているところであります。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。アンダーラインを引いてあるところ

が変更箇所でございます。変更前の規約、目的、第１条、網走支庁を変更後の規約オホーツク総

合振興局に改め、附則において、この規則は北海道知事の許可のあった日から施行するものでご

ざいます。以上で説明を終わります。 

 続けて平成２２年度一般会計当初予算主要施策事業（生涯教育所管分）についてご説明いたし

ます。 

 

○学校教育Ｇ主幹 

 ３月の定例議会に提案を予定しております、教育費の２２年度予算でございます。１８ページ
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に資料を添付してございますので主な内容をご説明いたします。まず、項の欄の教育総務費でご

ざいます。目の教育委員会費でございますが、従来から設置しております生涯教育（子育て支援）

専門員の設置事業と言う事で専門員の人件費を予算措置しております。これが１８０万円でござ

います。次に教育諸費でございますが、ます１点目として教育推進計画の策定事業ということで、

平成２３年から２７年度までの５ヵ年の清里町教育推進計画を策定する費用として２１万２千円

を予算提案しております。これは費用弁償と印刷製本費を見てございます。次に私立幼稚園就園

奨励費補助金でございますが、私立幼稚園に通われる保護者に対して町の所得割の額に応じた基

準で、これは国の基準でございますが補助しておりますが、その総額の費用として３５６万８千

円、歳入は補助金を８３万２千円を予定いたしております。なお、現在国におきまして平成２２

年度の補助金の額が予算審議中でございまして、現在５段階ほどの区分で支給されておりますが、

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割非課税世帯、市町村民税所得割課税額

の３万４千５００円以下の世帯、それと市町村民税所得割の課税額の１８万３千円以下の５段階

になっておりますが、今回国におきまして最高基準額の所得割課税額の１８万３千円以下の世帯

の区分におきまして減額をするという方向で予算審議がされています。それ以下の世帯につきま

しては増額となります。その額が、第１子の場合ですと１万８千円程度、第２子が７千円程度、

第３子については増額と言う方向で国の方で予算審議されております。その、国の基準におきま

して町の方が保護者に対しまして支給すると言うことになります。次に私立幼稚園の運営費補助

でございますが、従来から運営費補助をしてございますが、人件費相当２名分の人件費で５００

万円を計上しております。次に遠距離通学バス業務委託ですが、これは町内２路線バスを運行し

ておりますが、これの委託経費として１千８０５万円を予算計上いたしております。次に、清里

高校総合支援対策事業についてでございますが、昨年度から要綱の一部を改正させて頂いており

ます。高体連出場経費、進路指導強化対策費、資格取得等対策経費に８７０万円を予算計上いた

しております。この差額、昨年は１千万円でしたが、差額につきましては要綱改正で通学費を経

過措置で現在の２年生、３年生と要綱が改正されましたのでその分、３年生が卒業されますので、

現在の２年生が対象になりますので、その差額１３０万円ほどが減額になってございます。次に、

清里小学校開校１００周年記念事業の補助でございますが、協賛会から要請がありましたが、記

念誌の発行事業で１００万円を。総体につきましては記念誌発行ですとか祝賀会等の総額を見て

おりますが、記念誌発行分の１００万円ということで補助を予定させて頂いております。なお、

記念誌につきましては希望する方に有償で販売すると言う事になってございます。次に小学校、

中学校の学校管理費でございますが、小学校の普通教室の椅子・机の更新事業でございます。こ

れは年次計画で更新をさせて頂いておりますが、今年度は清里小学校で最終年度となります。清

里小学校と江南小学校を合わせた分で、最終年度になりますが予算計上額を５００万程提案させ

て頂いております。次に、小学校、中学校の備品の購入でございますが、自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）ですが、それぞれ小学校、中学校の各学校に１台づつ導入して行くものでございます。小

学校費においては１７２万５千円、中学校費については３４万５千円を計上させて頂いておりま

す。続きまして社会教育費につきましては本松主査の方からご説明いたします。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 私の方から、社会教育費、保健体育費につきましてご説明をさせて頂きます。社会教育総務費、

外国人英語講師事業であります。学校における国際理解教育・英語教科指導を行うものとして３

２０万円を計上するものでございます。第７次清里町社会教育中期計画策定事業でありますけれ
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ども、第７次清里町社会教育自立計画を策定するに当たる所要額として８２万８千円を計上する

ものでございます。生涯教育費、プラネットステージ公演事業補助でありますが、芸術文化鑑賞

事業に補助するもので２５０万円を計上するものでございます。きよさとセミナー事業につきま

しては、地域課題等の解決に向け住民参加型によるリーダーの養成を図るもので８５万２千円を

計上するものでございます。生涯学習総合センター費、子育て支援学童保育事業につきましても、

小学校低学年で保護者が仕事等で留守家庭となる児童を対象として専任職員３名指導の中、学童

保育を行うもので４９５万６千円を計上するものでございます。子ども農園・広場事業につきま

しては、子ども達が農作業の体験活動を通じて農・食を理解すると共に、ボランティア等の世代

間交流を図るもので６０万円を計上するものでございます。生涯学習総合活動車運行業務委託事

業については、広域における生涯活動支援でバスを運行するもので１千１８５万８千円を計上す

るものでございます。図書館費、図書購入事業については幼児から高齢者までの読書活動支援を

行うもので３６０万円を計上するものでございます。保健体育費の清里トレーニングセンター費、

町民プール費、札弦トレーニングセンター費、スキー場管理費については体育施設管理運営事業

を行うもので、住民の健康増進または各施設の運営管理等々を行うもので、清里トレーニングセ

ンター費につきましては９１７万３千円、町民プール費につきましては８２５万３千円、札弦ト

レーニングセンター費につきましては１１９万３千円、スキー場管理費につきましては１千７１

万１千円を計上するものでございます。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今までの説明の中で、委員の方何かございましたらご質問をお願いしたいと思いますが。 

 

○副委員長 

 自分も利用させてもらっているがトレーニングセンターの器具の点検・管理、例えばチェーン

の部分に油を差すとか、筋トレマシーンの芯棒が渋くて動かない場合があるのでミシン油を差す

とか、ランニングマシーンも使い方が乱暴なのか１台壊れたままで何時になったら修理ができる

のか、そう言う状態になっているし強脚マシーンも故障したままになっている。だから点検すれ

ば器具なんかも使い易くなるんでないかと思うので、その辺ちよっと、できたら使う場合の注意

事項も。昨日行ってみたら新しく入れたランニングマシーン、あれには３０分以上は駄目と書い

てありますが、そう言うことを、注意事項をそれぞれにきちんと書いて。料金を取って貸付けし

ているんですから、やはり使う器具については何時でも使えるように整備をする、早急にする必

要があるんでないかと。さっき言った強脚のマシーンについては１ヶ月以上使えない。修理が入

っているかどうか分からないけれども、そんな事で管理の方も検討して欲しいと要望申し上げま

す。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 副委員長のご指摘について説明させて頂きたいと思います。ご承知の通り今は健康ブームや体

力増進ブームと言うことで、かなりの人が第１トレーニングルームを利用する人が増えておりま

す。そう言った中で所謂ランニングマシーンにつきましてもかなりの頻度でやることもありまし

て、今、１台故障しております。これに対しましても利用者に対する説明等々もして行きたいと

思っております。ご指摘のありました器具の点検につきましては、やっては居るんですが取り換

えの部品等々が調達できなかったりと色々ありますが、なるべく早くそう言ったものは点検する
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と同時に故障については早急に直して行きたいと考えてございます。 

 

○副委員長 

 利用者から私が言われるもんだから、宜しくお願いします。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 なければ最後の説明をお願いします。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、冬季オリンピックバンクーバー大会についての説明をさせて頂きたいと

思います。ページにつきましては１９ページをお開き下さい。ご承知のとおり、冬季バンクーバ

ーオリンピックにつきましてはまもなく閉会と言うことになっております。清里町からは岡崎朋

美選手が出場されております。成績につきましては、ご承知のとおり女子５００メートルにつき

まして１６位、女子１０００メートルにつきましては３４位と言う結果でございました。応援団

結団式につきましては２月５日、１０時３０分から行われております。出席者につきましては後

援会会長であります町長、議長、それから二俣委員長、体協会長でもあります田中議員さん、樫

村勇さん、職員の岸本総務課総括主査と両親２名の８名で結団式が行われております。内容につ

きましては選手支援金の贈呈等を行っております。二つ目、応援団出発式についてでございます。

２月２５日、８時１５分から役場庁舎前におきまして後援会役員、一般町民約１００名の参加の

もと出発式が行われております。その後、現地応援者につきましてはバスに乗りバンクーバーに

向かいました。３つ目、応援団の現地応援でございます。応援団につきましては先ほど申し上げ

ました８名でございます。応援期間につきましては２月１５日から２月２０日の６日間。応援日

時につきましては、女子５００が２月１６日、現地時間の午後１時から。女子１０００メートル

につきましては２月１８日、現地時間で午後１時から応援をしてございます。４番目、町内応援

会についてでありますが、場所につきましては生涯学習総合センター小ホールで行われました。

朝６時からと言う早朝にも関わらず、女子５００メートル、２月１７日６時から行われましたが

１７０名、女子１０００メートルでは１９日６時から行われましたが、約１００名のご参集のも

と熱い応援が繰り広げられました。５つ目、後援会費についてでございます。２月２２日現在、

会費収入９７１名、１千８０８口、１８０万８千円が収入でございます。支出につきましては選

手支援機としまして１５０万円、それにつきましては既に贈呈済みでございます。なお、残りの

３０万８千円につきましては帰町報告会を予定しておりますので、こちらに係る旅費、選手の旅

費等々に使用をさせて頂く予定でございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今、冬季オリンピックバンクーバー大会について報告がございました。これら、また生涯

教育課全般で何かありましたらお受けしますが。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 な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 

 それでは引き続きまして町からの協議・報告事項と言うことで、消防清里分署、お願いしたい

と思います。 

 

○消防清里分署長 

 消防関係につきまして、平成２１年度消防費の補正予算及び平成２２年度の消防費予算の概要、

併せまして、昨年までの救急出動、火災出動の状況につきましてご報告をさせて頂きたいと思い

ますので宜しくお願いいたします。まず最初に平成２１年度の消防費補正予算の内容についてご

説明いたしますので、２０ページをお開き願いたいと思います。歳入でございますけれども、清

里町負担金といたしまして、常備消防費負担金で減額１４４万６千円を今回減額をさせて頂いて

おります。それから消防施設費負担金といたしまして５６１万２千円の減額と言う事で、合計い

たしまして合わせて７０５万８千円を今回減額補正させて頂いております。歳出の方でございま

すが、清里分署に係ります常備消防費といたしまして合計で１４４万６千円の減額させて頂きま

す。内容につきましては職員手当が１３０万円の減額。これは期末勤勉手当の減額でございます。

続きまして共済費でございますが負担金等の率の改正、職員給与等の改正に伴います不足分とし

て２４万円の補正をさせて頂きます。最後に備品購入費でございますが、昨年度購入いたしまし

たチェーンソー、空気ボンベの備品購入によります執行残でございまして３８万６千円を今回減

額補正させて頂くと言う内容でございます。続きまして消防施設費でございますが、内訳でござ

いますけども、これにつきましては施設の工事、備品購入関係に係ります全体的な執行残の減額

補正でございます。まず役務費としまして４万円の減額、委託料で３万２千円の減額、工事請負

費として１９８万５千円の減額、これにつきましては車庫の改築、消火栓の工事に係ります執行

残でございます。最後に備品購入費でございますが、これは司令車及び救急車の購入に係ります

執行残の今回の減額でございます。公課費として１万２千円、合わせまして５６１万２千円を今

回減額補正させて頂きます。歳出の合計でありますけども、合わせて７０５万８千円を減額補正

させていただきます。 

続きまして、平成２２年度消防費予算の概要についてご説明をさせて頂きます。２１ページを

お開き頂きたいと思います。まず歳入でございますが、これは歳入につきましては清里町からの

負担金が主なものでございます。まず１つ目として消防費、消防本部費の負担金としては今年度

予算１千４４２万９千円。前年度と比較しまして４６万１千円の減となってございます。次に、

消防分署にかかる負担金といたしまして、２番３番４番目でございますが、常備消防費負担金で

１億４９３万４千円でございまして、前年度対比で３３９万８千円の増となっております。３と

して、非常備消防費負担金でございますが１千４６６万１千円、前年度比３８万３千円の減とな

ってございます。消防施設費負担金についてはゼロでございます。合計いたしまして、２２年度

の合計予算１億３千７０３万９千円と予算を計上させて頂いて、前年度対比で４千７６５万６千

円の減となってございます。次に歳出でございますけども、ます消防本部費に係ります予算とい

たしまして１千４４２万９千円。これの内訳につきましては、本部に係る議会経費、それから本

部職員の人件費等に係る負担金で以上の金額になってございます。次に清里分署にかかるものが、

常備消防費といたしまして１億８３３万２千円。内容につきましては摘要欄に書いてございます
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が、分署費の職員手当、給与、それから需用費、委託料、備品購入費に伴う予算でございます。

次に、非常備消防費でございますが、これにつきましては清里団に係ります経費が主なものでご

ざいまして、隊員の報酬・旅費、委託料合わせまして１千４２７万８千円を予算計上してござい

ます。消防施設費につきましては予算の計上分が０となってございます。合計いたしまして１億

３千７０３万９千円が平成２２年度の予算と言う事で計上をさせていただいております。それで

は次に２２年度の消防費予算の主な内容ですが、全部ではございませんが 抜き出して一覧表に

まとめましたのでご説明いたします。２２ページをお開き頂きたいと思います。まず、清里分署

費でございますが事業といたしまして職員の活動服購入事業、現在私が着ている服でございます

が前回貸与されてから５年６年経過している、傷みもかなりひどくなって来ている状況ですので、

今回職員１６名分を更新する予定してございます。金額が３７万６千円となってございます。そ

れから次に職員防火ヘルメット。これは火災出動で職員が現場で被るヘルメットでございますけ

ども、これにつきましても貸与されてから１０年以上経過しているのが７名いますので、今回７

名分の更新を図って行きたいと言う事で３０万８千円を計上してございます。次に職員住宅の室

内改修事業でございまして、これにつきましては消防庁舎の横にございます１棟４戸の住宅の補

修でございますけども、住宅につきましてもかなりの年数が経過してございまして、住宅内部の

壁、天井等がかなり傷んでいるという箇所がありますので、クロス張りを今回３戸分について改

修をして行きたいと言う事で４５万円の予算を計上させて頂いております。それから、サイレン

吹鳴装置蓄電池取替事業で３０万。これにつきましては、清里、札弦、緑にサイレン吹鳴装置が

あるわけでございますけども、今回札弦と緑の２箇所につきまして更新を図って行きたいと。こ

の蓄電池とは非常替えバッテリーですけども、寿命が一応１３年ぐらいと言う事になっておりま

すが、もう１７年近く経過してございますので今回更新して、また来年度以降もまた更新して行

きたいと思います。それから最後ですが空気呼吸用ボンベ購入事業でございます。これも１５年

耐用年数がございますので、これが、消防車に付いてございます空気ボンベの更新を４本して行

きたいと言うことで６４万９千円となってござます。併せまして２０８万３千円での予算となっ

てございます。次に清里消防団費の主な事業でございますけども、まず分遣所業務管理事業とし

て、これは緑の消防施設の業務管理の委託で賃金の予算を組んでいますが８９万円。次に団員幹

部の消防学校入校事業として、これは例年毎年２名づつ幹部の方が学校に入って頂いているので

すが、この経費として旅費１１万７千円。３番目消防協会団員指導員研修事業ということで、毎

年ではございませんが３年に１度、斜里郡３町順番にですね、１名づつ研修事業に参加させて頂

いてございますので、これに係る旅費として５万９千円。それから消防施設消防業務委託事業と

言う事で、これは札弦分遣所の消防施設の業務委託で、緑分遣所と同様８９万円の予算を計上さ

せて頂いております。最後ですが、消防団運営費補助事業ですが、負担金補助及び交付金が５０

万、これは例年通りですが予算の計上をさせて頂いております。合わせて２４５万６千円が主な

事業となってございます。 

最後ですが、昨年までの救急出動と火災出動関係について一覧表で用意させて頂きましたので

若干ご説明をさせて頂きたいと思います。２３ページをお開き頂きたいと思います。昨年までの

過去５年間の救急出動の状況については件数及び種別の件数が以上のようになってございまし

て、大体件数に差はございますけども、大体６割近くが急病人の搬送と言う様な内容で、あとそ

の他怪我等の搬送と言うことになってございます。それから火災出動の方でございますけども、

火災出動の方もちょっと年によってかなりの差がございますけども、建物の住宅火災については

１７年前後かなり減って来ているような状況になって来てございます。たまたま２１年度は８件
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ですが。その他の件数の内容ですが、俗に言う小火騒ぎですか、そう言った類で他の分類に入ら

ない火災がその他になってございます。以上、簡単ですが説明と報告を終わらさせて頂きます。 

 

○委員長 

 ただ今消防清里分署の平成２１年度の補正予算、２２年度の予算、救急出動及び火災出動状況

と言う事で説明がございました。委員の方で何かございましたらお受けさせて頂きたいと思いま

すが。 

 

○加藤委員 

 救急出動のその他は何ですか。 

 

○消防清里分署長 

 救急出動のその他は、出動はしているんですが不搬送に終わったとか、そう言う類のものが入

っています。病院に搬送しないで終わっていると、だいだいそう言ったものが主な件数です。 

 

○中西委員 

 非常備消防費ですが、管理事業で緑の業務管理８９万円と札弦の業務委託料８９万円。３６５

日委託している費用だろうと思いますが、第３分団と第２分団、消防車の台数とか設備とか。少

ないのか多いのか分かりませんが、１人で、交替すると思いますが３６５日、２４時間で８９万、

業務をして頂いているんですが設備内容に差はあるんですか、無いんですか。 

 

○消防清里分署長 

 消防車輛の台数は２も３も２台。ポンプを積んだ車とタンク車が１台づつで２台です。施設も

規模的には同じような、分遺所そのものは同じような内容です。水利の施設が地域で差がありま

すが、実際に管理をして頂いている内容は緑も札弦もそんなに変わりません。毎日の点検ではご

ざいませんで週に何回とか、そう言ったことで車輛ですとか施設の見回りとか。冬ですと水利施

設の除雪作業も管理の中に入っております。緑は個人に管理して頂いて、札弦につきましては地

元の防災協議会に委託をさせて頂いて、運営も任せて頂いて。個人と協議会との違いはあります

が、やっている内容についてはそんなに差はございません。 

 

○中西委員 

 出動した時に、何かあった時に遅れてくるとか勘違いで来ていなかったとか、そんな事が無い

ように。第２であろうと第３であろうと第１であろうと。スムーズに、同じ清里町なら同一に出

られる体制になっていれば宜しいですが。 

 

○消防清里分署長 

 出動体制そのものについては、たまたま緑が個人でありますが当然分団と直結してございます

ので、すぐに連絡が取れる体制を整えてございます。たまたま札弦については協議会イコール分

団員の本部でありますので、そう言った意味でもすぐ出動できる体制が取れていますので心配は

無いかと思います。 
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○勝又委員 

 今、心配の無い状態と言うことですが１点お伺いします。火事のあった時にどんな連絡体制の

中で出動して行くのかと言う部分で、中身で分からない部分ですが。昨年も札弦地区の火事で出

動して、札弦地区にも消防があるんですが現場に行くのに札弦の消防車より清里の車のほうが先

に着いてと。それがどう言うような経過でそんな形になったのか、良く理解できないのですが。

現場に近い札弦の消防車がまず先に到着するのが本来の筋じゃないかと思うんですが、その辺が

どうも違う感じになっているんですが。 

 

○消防清里分署長 

 細かな部分があるんですが、まず火災が発生して消防のほうに１１９で入りますと直ぐに状況

を聞いてサイレンを、団員さんを招集するのに地域がはっきり分かれば、昨年のように札弦地域

と言うことであれば鳴らします。それに伴って団員さんが来られるんですが、場所が分かってい

るのでその前にまず１台出動します。その差が若干出て参ります。逆に札弦の方から、分団員さ

んが先に分かってうちの方に連絡が来ることもあります。たまたまそう言うケースもございます

ので、そう言う時には向こうの方がいの一番に出られますので、場所にもよりますけれども直ぐ

に札弦・緑が到着してうちが後になると言う、そう言うケースもございます。ケースバイケース

ですが、そう言うちょっとしたずれは実際にあります。連絡体制は取っていますので、若干の時

間の差はございますが支障なく出動ができていると考えております。 

 

○委員長 

 あと、他にございませんか。 

（「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 

 それでは２番ですけれども、次回の委員会の開催についてという事で、局長。 

 

○事務局長 

 今のところ予定はございません。 

 

○委員長 

 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。 

 

○事務局長 

 ないです。 
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●閉会の宣告 

○委員長 

全てございませんね。それでは、第３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５５分 


