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第６回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年６月１５日（火） 

    開 会     午前 ９時００分 

    閉 会     午前１０時３５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２２年度一般会計補正予算（第２号）の概要について 

②平成２１年度一般会計繰越明許費繰越計算書について 

③条例・規約等の改正について（６月定例会上程、総務課関係） 

１）清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

２）清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

３）北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

４）北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

５）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 

６）北海道市町村備荒資金組合規約の変更について 

④清里町過疎地域自立促進計画の策定について 

⑤定住自立圏構想に係る網走市の中心市宣言について 

⑥その他 

１）平成２１年度網走支庁管内交通災害共済組合決算認定について 

２）各種大型事業の進捗状況について 

３）地域資源活用交流促進施設の通称について 

●生涯教育課 

 ①平成２２年度一般会計補正予算(生涯教育課所管分)について 

 

２．意見書の検討について 

 ①地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

 ②義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職員定数改善、就学保障充実など

２０１１年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書（案） 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 矢 定 雄 

     委 員   藤 田 春 男       委  員   中 西 安 次 
       委 員    田 中    誠      委  員    加 藤 健 次 
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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    ■総務Ｇ主幹      岸本 幸雄 
■総務Ｇ主査      鈴木美穂子    ■総務Ｇ主査      泉井 健志 
■企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    ■企画財政Ｇ主査    阿部 真也 
■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     

 

 
○職務のため出席した者の職氏名 
    事務局長  村 上 孝 一 

    主  任  鈴 木 由美子 
 

 

●開会の宣告 

○委員長 

 第６回総務文教常任委員会の会議を開催いたします。 

 
 

○委員長 
 １、町からの協議・報告事項と言う事で、総務課より６点ございます。説明お願いいたします。 
 
○総務課長 
 ６月定例議会に先立ち、総務課からは大項目で６点、それぞれ協議・報告を申しあげたいと思

います。 
 まず１点目の平成２２年度一般会計補正予算（第２号）の概要でございますが、議案の２ペー

ジをお開き頂きたいと思います。今回の補正概要につきましては後ほど担当の総括主査より説明

申し上げますが、補正額が１億５千１５７万３千円、補正後の予算額が４３億９千８０７万３千

円と言う形の中で、歳入におきましては前年度繰越金の確定及び補正事業財源調整、特に公共施

設整備基金からの手当を含めた部分での補正をお願いしたいと言う内容になってございます。歳

出におきましては当初計上してございました国の交付金事業に係るもので確定したものについて

の補正、更には繰越金の補正にまつわる部分で一般財源で手当てした分の剰余額の基金への積み

増しの関係、更には農山漁村活性化事業に係る施設の備品等の整備、また町単独事業として当初

予算で計上させて頂きました緑清荘の関係の外構、更には外壁、休業中の入浴の送迎バスの運行、

更には指定管理者の休業補償とこう言ったものを補正させて頂きたいと考えてございます。併せ
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まして、今般、明年新栄・江南の両小学校が清里小学校に統合に伴い、閉校と言う形になってご

ざいますので、それらの協賛会への記念誌の製作事業に対して補助をしていく、こういった内容

で補正をお願いしたいと考えてございます。個々の具体的内容については、担当の総括主査から

説明を申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ総括主査 
 それでは私の方から平成２２年度一般会計補正予算（第２号）の概要についてご説明いたしま

す。資料の２ページをご覧ください。補正額を中心に説明をして参ります。まず歳出でございま

す。総務費３千６１２万３千円の補正額でございますが、主な内容といたしましては後ほど詳し

くご説明いたしますが、公会計システム購入６０万円、基金積立１千１０９万３千円、景観形成

総合支援事業２千３７５万円、地域振興費（社会保険料）６８万円を補正計上しているものでご

ざいます。続きまして農林水産業費でございますが、地域資源活用交流促進施設整備事業、こち

らは仮称町民会館の整備事業でございまして備品等に１千５５０万円、農産漁村体験施設整備事

業、こちらは緑清荘の部分でございますが４千５６５万円、合わせて６千１１５万円を補正する

ものでございます。次に商工費でございますが、緑清荘の改修事業に５千２６５万円の補正額と

なってございます。教育費につきましては、江南小学校及び新栄小学校の閉校事業協賛会補助事

業に１６０万円、また昨年頂きましたふるさと基金が５万円ございまして、こちらを財源振替に

小学校・中学校合わせて５万円を財源振替するものでございます。また学校支援地域本部事業と

いたしまして、道の委託事業でございますが５万円を計上してございます。教育費の補正額は１

６５万円でございます。歳出の現計予算額４２億４千６５０万円に対しまして、補正第２号で計

上しております補正額が１億５千１５７万３千円、補正後の予算額が４３億９千８０７万３千円

でございます。 
 続きまして歳入をご説明いたします。まず国庫支出金といたしまして、景観形成総合支援事業

補助金で補助率３分の１の事業となっておりますが、７９０万円を補正するものでございます。

次に道支出金の補正額５万円につきましては、学校支援地域本部事業委託金でございまして、補

助率が１０分の１０となってございます。また繰入金につきましては、公共施設整備基金に１億

１３４万円、ふるさと基金から５万円、合わせて１億１３９万円でございます。繰越金につきま

しては、５月末に出納閉鎖がございました結果、９千１９７万８千７９円の繰越額がございまし

たが、内訳といたしましては歳入の予算額に対します超過額といたしまして１千９８８万３千１

４０円、そして歳出の予算額に対します不用額といたしまして７千２０９万４千９３９円、合計

で９千１９７万８千７９円となってございます。その内現計予算額で５千万円みていましたので、

残りの４千１９７万８千円を今般補正計上してございます。また、寄附金といたしましては総務

管理費の寄附金に２０万円、ふるさと寄附金に５万５千円、合わせました２５万５千円を計上し

てございます。歳入の現計予算額４２億４千６５０万円に対しまして、補正額が１億５千１５７

万３千円、補正後の予算額が４３億９千８０７万３千円となってございます。 
 続きまして補正予算の概要ですが、３ページをご覧頂きたいと思います。こちらに今般の補正

事業７事業を記載しております。まず２款総務費・２項総務管理費・２目財産管理費・基金積立

事業でございますが、財政調整積立金といたしまして、一般財源剰余分で１千８３万８千円、寄

附金が瀧上さんから頂いた分１件ございまして２０万円、合わせた１千１０３万８千円を財調に

積立てたいと考えてございます。またふるさと事業基金積立といたしまして、寄附金が２件ござ
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いまして、札幌の柿崎さん、江別の斉藤さん、合わせまして５万５千円を頂いてございます。今

回、補正額の合計が１千１０９万３千円でございまして、その内その他の財源が２５万５千円、

こちらが寄附金で、残りが一般財源で１千８３万８千円となってございます。（ ）内は補正後

の全体事業費を記載してございます。続きまして３項開発促進費・４目景観形成総合支援事業費

・景観形成総合支援事業につきましては、国が実施します景観形成総合支援事業によりまして、

景観法に基づく景観重要樹木の保全・活用や景観重要建造物の修理、外観修景により良好な景観

形成を図るものでございます。事業年度は平成２２年度から２４年度までの３ヶ年となってござ

います。その内今回景観樹木診断及び樹勢回復計画策定委託事業に９５万円、公営住宅外部塗装

・７棟１４戸で７８０万円、小学校前にあります憩いの広場整備工事に１千５００万円、合わせ

て２千３７５万円を補正計上してございます。この内国庫支出金といたしまして補助率３分の１

で７９０万円、その他の１千万円は公共施設整備基金を充当して参りたいと考えてございます。

残り５８５万円が一般財源となってございます。続きまして５款農林水産業費・１項農業費・６

目農山漁村活性化対策費・地域資源活用交流促進施設整備事業、こちらは仮称町民会館の整備事

業でございます。施設の開設に向け、必要な備品等の整備を行うもので、消耗品費、食器などで

すが５０万円、器具購入費といたしまして、机・椅子関係に１千３００万円、厨房器具関係に４

０万円、事務機器関係に６２万円、その他９８万円、合計が１千５００万円となってございます。

補正額の合計が１千５５０万円でございまして、財源は全額公共施設整備基金を充当して参りた

いと考えてございます。続きまして農山漁村体験施設整備事業、こちらは緑清荘の関係でござい

ますが、施設の開設に向け、必要な備品等の整備並びに施設案内パンフレット等の作成を行うも

のでございます。消耗品は客室用５４７万７千円、レストラン用１０４万３千円、その他２０８

万円、合計が８６０万円でございます。印刷製本費といたしましては、パンフレットやオープン

用のチラシ等の制作に係る部分で６０万円、手数料につきましてはオープン用のチラシの配布手

数料で５万円、器具購入費といたしまして客室調度品関係で１千４４７万１千円、レストラン備

品関係で６１７万２千円、厨房器具関係で５９２万７千円、その他で９８３万円、合計が３千６

４０万円でございます。補正額の合計が４千５６５万円でございまして、この内公共施設整備基

金で３千６４０万円、残り９２５万円が一般財源を充当して参りたいと考えてございます。続き

まして６款商工費・１項商工費・３目温泉施設費・緑清荘改修事業につきましては、町単独事業

として外構及び既存施設の外壁塗装工事等を行う。また、合わせて休業期間中の浴場利用者の利

便性を確保するための送迎バスの運行、指定管理者への休業補償を行うものでございます。補正

内容といたしましては火災保険料は施設が増築する部分で６万円、温泉施設送迎バス運行業務委

託料に１６５万円、緑清荘改修工事施工監理業務委託料に８４万円、緑清荘改修工事請負費、先

ほど申し上げました外構と外壁改修等に３千８６０万円、また補償金といたしまして人件費相当

分に９６３万７千円、施設維持管理費相当分に１８６万３千円、補償金合計１千１５０万円を計

上してございます。補正額の合計が５千２６５万円でございまして、この内３千９４４万円を公

共施設整備基金を充当して参り、残り１千３２１万円を一般財源としてございます。９款教育費

・１項教育総務費・２目教育諸費・江南小学校及び新栄小学校閉校事業協賛会補助事業、こちら

につきましては、平成２３年３月に閉校事業を実施します江南小学校及び新栄小学校の協賛会に

対しまして、記念誌製作の経費の２分の１相当額を補助するものでございます。江南小学校閉校

事業協賛会補助に６０万円、新栄小学校閉校事業協賛会補助に１００万円、合計で１６０万円を

補正して参ります。こちらの財源といたしましては同額一般財源を充当して参りたいと考えてご
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ざいます。以上が補正予算の概要でございます。 
 
○総務課長 
 只今、ご説明申し上げました２２年度の補正予算の個々の内容については、この後それぞれ所

管課より詳細な説明をさせて頂きます。また併せまして今般歳入の関係で公共施設整備基金の関

係がございますが、剰余金につきましては基金積立を行っているという内容になってございます。

ちなみに２０年度末における基金の残高は約２６億、２１年度、過日専決を受けた部分でござい

ますが、現在２８億５千万弱、今般第２号の補正より基金の残高を見ますと約２８億３千万とな

ってございます。以上です。 
 
○委員長 
 只今、平成２２年度一般会計補正予算について説明がございましたが、委員の方で何かありま

したらお願いいたします。 
 
○田中委員 
 もう少し詳しく聞きたいのですが、景観樹木診断だとか樹勢回復計画策定委託とはどう言うも

のなのか、それと憩いの広場の整備工事はどの様な内容なのか。 
 
○総務課長 
 詳細については、後ほど景観については教育委員会が所管となりますので、その中で説明をさ

せて頂きたいと思いますが、景観形成総合支援については、従来町単独事業でそれぞれ補足的な

事業で行ってございましたけれども、景観行政団体に指定されてございますので、その関係でこ

ういった制度活用ができる、あるものについては基本的には３分の１の補助を受けながら、町の

事業費負担を軽減しながらやっている。景観樹木の診断につきましては、緑ヶ丘公園とかなり樹

勢が衰えているところがございますので、樹木診断を導入しながら今後の樹勢回復について、ど

の様な形で行っていくかといった基本計画を策定していくといった内容となっております。また

憩いの広場の整備工事の関係でございますが、木歩道が広場の真ん中にありますが、かなり腐食

が進んで予備の木タイルで補修を行ってきておりますので、当初単独事業で計画しましたが、か

なり事業費が掛かると言う事もございまして、今回清里小学校百周年と言う事でございますので、

それに合わせて透水性の歩道に全面的に造り変えていく、そして木歩道として使用しない部分に

ついては、一部芝生化を行って管理しやすいものに変えていく、そう言った内容について景観行

政団体として、事業対象団体となってございますので、財源を活用しながら、町の負担を軽減し

た中において、事業を進めさせて頂きたい、かように考えてございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。すみませんがもう少し声を大きくお願いいたします。 
 
○議長 
 補正の概要について説明があった訳ですが、もう少し分かりやすい資料作りをしてもらいたい。

今回一般会計を出してきた訳ですが、今、田中委員から出た様に、それぞれ所管がある訳ですか
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ら備考欄にせめて所管課くらいは記載してもらえないかと言う事で。逆にお聞きしますが、今回

の総務課所管については基金の積立事業と。もう１点は、農林水産業費の農業費の地域資源活用

交流促進施設整備事業については、産業課の説明の中にも入ってない訳ですよ。これはどこが所

管するんですか。 
 
○総務課長 
 総務課所管につきましては、議長が言われた基金積立事業と地域資源活用交流促進施設整備事

業の２つが直接的な総務課の所管事業となってございます。 
 
○議長 
 款・項・目でいきますと、所管が分からない部分がありますので、備考欄に所管を書いてもら

いたい。それから、総務課所管と言う事で、旧福祉センター跡地の町民会館ですか、机と椅子で

１千３００万円出てきている訳ですが、従来の机と椅子もある訳ですよね。これは従来のものは

使うのか使わないのか、この１千３００万で全て入れ替えをするものなのか、その辺を詳しく説

明願います。 
 
○総務課長 
 まず、資料の内容の調整については、十分調整しながら改善等を加えるものについては改善し

ていきたいと考えてございますので、ご理解を賜りたいと思います。備品の関係でございますが、

資料にあります通り、机・椅子関係で１千３００万円となってございますけれども、机・椅子に

つきましても使える物は使っていくと言う様な形で考えてございます。既に役場庁舎の古い椅子

と交換をしたり、使っていない他の公共施設の中でかなり朽化している物、あと残った物につい

ては新たな施設で活用を検討しながら図っていく、そう言った考え方に立ってございます。 
 
○委員長 
 他にございませんでしょうか。 
 
○勝又委員 
 緑清荘の補償金なんですけど、聞くところによると３ヶ月間と言う事ですが。 
 
○総務課長 
 ご指摘の件については、この後産業課より具体的に説明があろうかと思いますが、基本的には

３ヶ月間の休業補償と言う形で、財政の方では捉えてございます。 
 
○委員長 
 あと、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、この後科目ごとに所管から説明があろうかと思いますので、その時にでもお願いし
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たいと思います。それではこの件については終わらさせて頂きます。次に②についてお願いいた

します。 
 
○総務課長 
 ２点目の平成２１年度一般会計繰越明許費繰越計算書の関係でございますが、資料の４ページ

をお開き頂きたいと思います。２１年度におきましては、国の経済危機対策の部分でかなりの補

正を事業という形の中でスタートさせて、２２年度に繰越をさせて頂いているところでございま

して、全体の翌年度繰越額が１６億３千８２１万９千円となってございます。尚、地方自治法施

行令の第１４６条第２項の中において、「繰越明許費が生じた場合については翌年度の５月３１

日までに繰越計算書を調製した上、次の会議においてこれを議会に報告しなければならないと法

令的になっておりますので、具体的内容については担当の総括主査よりご説明申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ総括主査 
 それでは私の方から平成２１年度一般会計繰越明許費繰越計算書の内容についてご説明いたし

ます。資料の４ページをご覧頂きたいと思います。今般繰越事業といたしまして７事業ございま

す。上から申し上げます。２款総務費・２項総務管理費・役場総合庁舎耐震補強事業につきまし

ては、住宅建築物安全ストック形成事業という国の補助事業を実施してございます。翌年度繰越

額につきましては７千７０１万円でございます。財源の内訳で既収入特定財源といたしまして４

千９９７万６千円となってございますが、こちらは公共投資臨時交付金が既に町に納入されてご

ざいます。未収入特定財源が２千５０４万５千円、残り１９８万９千円が一般財源となってござ

います。２款総務費・７項防災対策費・全国瞬時警報システム整備事業、こちらは国からの防災

情報を伝達するための整備事業でございまして、繰越額が１６０万円でございます。こちらは未

収入特定財源といたしまして国庫支出金１４０万円、残り２０万円が一般財源となってございま

す。２款総務費・９項地域振興費・地域情報通信基盤整備事業、こちらは光ケーブルの敷設、交

換局の整備と言う事で、現在整備を進めている事業でございます。繰越額が４億５千２５５万円

で、既収入特定財源といたしまして国庫支出金２億８千３３６万７千円、こちらも公共投資臨時

交付金が既に入ってございます。未収入特定財源といたしましては国庫支出金の１億５千８５万

円、町債１千７８０万円は過疎債を予定してございます。残りの５３万３千円が一般財源となっ

てございます。２款総務費・９項地域振興費・地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業につきし

ましては、インフラ整備等に関する国の交付金でございまして、繰越額が１億９２５万１千円で、

その内既収入特定財源、こちらはきめ細かな臨時交付金がもう既に入ってございまして、１億１

０７万７千円、残りの８１７万４千円が一般財源でございます。３款民生費・２項児童福祉費・

子ども手当システム導入委託事業、こちらにつきましては、繰越額が３１５万円でございまして、

未収入特定財源が国庫支出金で同額の３１５万円となってございます。５款農林水産業費・１項

農業費・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、こちらにつきましては、国庫補助で行っ

ております緑清荘、仮称町民会館、麦類乾燥調製施設整備事業でございまして、繰越額が８億８

千９１５万８千円、既収入特定財源の国庫支出金は公共投資臨時交付金で３億３千６３３万円、

未収入特定財源の国庫支出金が５億５千２３２万９千円、残りの４９万９千円が一般財源となっ

てございます。５款農林水産業費・１項農業費・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業補

助につきましては、町が単独で麦類乾燥調製施設整備事業に上乗せ補助しているものでございま
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す。繰越額が１億５５０万円、この内未収入特定財源が町債１億５５０万円は過疎債を予定して

ございます。翌年度繰越額の合計が１６億３千８２１万９千円、その内既収入特定財源が７億７

千７５万円、未収入特定財源が８億５千６０７万４千円、残り１千１３９万５千円が一般財源と

なってございます。以上でございます。 
 
○委員長 
 只今の一般会計繰越明許費繰越計算書について、質疑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。③条例・規約等の改正について、計６件お願いいたします。 
 
○総務課長 
 条例・規約等の改正の関係ですが、総務課からは６点を今般の定例会に上程させて頂きたいと

考えてございます。１）、２）につきましては既にご存じの通り、昨年少子化対策の対応、具体

的に申し上げますと、仕事と育児の両立、男女共生による育児の参加、こういった環境を整える

と言う意味で育児休業法が昨年改正され、それに伴いまして人事院規則の改正がなされてござい

ますので、関連する条例について本町も改正を提案するものでございます。尚、原案につきまし

ては、職員労働組合には合意を得たというふうにご理解賜りたいと思います。続きまして、３）

から６）までにつきましては、北海道の支庁再編に伴う部分の総合振興局、更には振興局の設置

に伴う名称等の変更、更には管内区分の一部変更が生じましたので、それに伴う関連規約につい

て今般上程をさせて頂く、こう言った内容になってございます。順次担当の主査よりご説明申し

上げます。 
 
○総務Ｇ主査 
 それでは、私の方から清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

きましてご説明申し上げます。今回の改正につきましては、昨年改正されました育児・介護休業

法によりまして、人事院規則の改正が行われましたので、本条例につきましても同様に改正をす

るものであります。資料の５ページをお開き願います。まず、第８条の２第１項の次に「第２項 

任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するた

めに請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である場合を除き、第８条第２項に規定する勤務をさせてはならない」を加えております。

これは、３歳に満たない子を養育する職員が請求をした場合は時間外勤務をさせてはいけないと

いうものであります。これを加えることによりまして、第２項を第３項に、第３項を第４項に、

次ページの第４項を第５項のように、１項ずつ繰り下げております。また、附則第１条は施行期

日、第２条は経過措置をそれぞれ規定するものであります。 
続きまして、「清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご

説明を申し上げます。本件につきましても「育児・介護休業法」の改正に併せて、人事院規則が

改正となってございまして、本条例についても同様の改正を行うものであります。資料７ページ

をお開き願います。育児休業をすることができない職員を規定する第２条中、第１号及び第２号
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を削り、第３号を第１号、第４号を第２号とし、第５号及び第６号を削除しております。これに

よりまして、配偶者が育児休業をしている職員につきましても育児休業等をすることが可能とな

ります。続きまして、第２条の次に、育児休業法第３条第１項ただし書の規則で定める期間を基

準として条例で定める期間を規定する１条、「第２条の２ 育児休業法第３条第１項ただし書の

規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、５７日間とする」を加えております。これ

によりまして、配偶者の出産後８週間以内に男性職員が育児休業を取得した場合、特例として再

度の育児休業を取得することが可能となります。続きまして、８ページ下段から９ページにかけ

まして育児短時間勤務をすることができない職員を規定する第９条中、第１号及び第２号を削り、

第３号を第１号に、第４号を第２号とし、第５号及び第６号を削除しております。これによりま

して、育児短時間勤務の対象範囲の拡充を行います。また１１ページの附則第１条につきまして

は施行期日を、第２条につきましては経過措置をそれぞれ規定するものであります。 
尚、育児休業と先ほどご説明申し上げました勤務時間・休暇等の関係ですが、今回の条例改正

に併せまして、規則につきましてもそれぞれ改正を行っていきたいと言う風に考えてございます。

以上で説明を終わります。 
 
○総務Ｇ主査 

それでは私からは３番から５番の規約の変更についてご説明させて頂きます。これら３件の規

約変更の内容は、只今課長からご説明のあった通り、４月１日から施行されております北海道の

支庁制度改革に伴う支庁名の変更、並びに幌加内町、幌延町及び一部事務組合を所管する担当総

合振興局の変更に伴う所属区域の変更でございます。広域で組織する組合等の規約変更につきま

して、組織する各市町村の議会の議決を要することにより６月の議会提案を予定しております。 
まず北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につきましては１２ページからの新旧対照表で

ご説明いたします。改正箇所はアンダーラインで示しておりますが、左の欄の改正前第５条の互

選の方法の中にあります「各支庁」とあるのを、右の欄の改正後では「北海道総合振興局及び北

海道振興局」と変更いたします。下方の欄、組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合名

の別表は「石狩支庁管内」を「石狩管内」に変更し、以下、１４ページの「根室支庁管内」まで

同様に名称等の変更、加えて「網走」は「オホーツク」に、「桧山支庁」は表記の漢字を変更い

たします。ページが前後いたしますけれども、所属区域は１３ページの「空知支庁管内幌加内町」

を変更後は「上川管内」に、「留萌支庁管内幌延町」を変更後の「宗谷管内」に変更いたします。

１４ページの一部事務組合の石狩区域にある「石狩西部広域水道企業団」は変更後は１５ページ

の札幌区域になります。１４ページにあります「西天北五町衛生施設組合」は宗谷区域にそれぞ

れ変更いたします。附則は施行月日を総務大臣の許可の日と定めるものであります。 
 続きまして４番目の北海道市町村総合事務組合規約の変更です。１６ページから説明させて頂

きます。変更前の第６条第１項にある「各支庁管内町村会長」及び２号にある「支庁管内町村副

会長」、第７条第２項にある「支庁管内町村会長」を、それぞれ「支庁管内」の文言を「地区」

という表現に変更いたします。別表は組合を組織する地方公共団体の区分でありますが、先の規

約変更に準じた支庁名等の変更を行いますので説明は省略させて頂きます。同様に附則も省略さ

せて頂きます。 
 次に５番目、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は、１８ページの別

表にある選挙区の区域の名称変更であり、支庁名の変更を行います。前段と同様、説明は省略さ
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せて頂きます。以上、３件の規約の一部変更についての説明とさせて頂きます。 
 
○企画財政Ｇ総括主査 
 続きまして北海道市町村備荒資金組合規約の変更についてご説明いたします。資料の２０ペー

ジをご覧ください。先程からご説明があります通り、北海道総合振興局及び振興局の設置に関す

る条例の施行に伴う改正でございます。第６条中「各支庁」とありますのを「北海道総合振興局

及び北海道振興局の」に改正するものでございます。また附則といたしまして「この規約は地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による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。参考までに備荒資金組合につきましては、災害による減収

を補填するために、市町村が積み立てた資金でございまして、平成２１年度末の残高といたしま

しては７千２９４万６千４７５円となってございます。以上でございます。 
 
○委員長 
 只今、条例・規約等の改正について、１）から６）まで説明を頂きました。委員の方で何かご

ざいましたらお願いいたします。 
（「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。④清里町過疎地域自立促進計画の策定についてという事で

お願いいたします。 
 
○総務課長 
 お手元の議案２１ページをご覧頂きたいと思います。ご存じの通り、１０年毎の時限立法と言

う形の中で過疎地域については過疎債により財政的な支援を行うため過疎計画を策定しながら優

遇制が確保されておりますが、本年３月３１日が１０ヶ年の時限となってございました過疎地域

自立促進特別措置法が、６年間の延長措置が講じられてございます。平成２２年度からの事業が

それぞれ該当となっている訳でございまして、早急に国・道の方から市町村毎の計画の樹立につ

いて求められているところでございます。そう言った中において、９月定例会への過疎地域自立

促進計画の上程を前提としながら、それぞれ国・道からスケジュールが来ておりますので、今後

作業を進めて参りたいと思います。尚、現在総合計画の作成と言う形の中で、重複してくる部分

がございますけれども、これは国の財政措置を前提とした制度で、かなり先行して組みざるを得

ない、そう言う形についても是非ご理解を賜りたいと思います。具体的な内容につきましては２

１ページ、２２ページに記載してございますので、担当の主査よりご説明申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ主査 
 それでは資料の２１ページよりご説明させて頂きたいと思います。過疎地域自立促進特別措置

法におきましては、資料に記載されております通り、平成２７年度内、平成２８年３月３１日ま

で延長される事になっております。また、期間延長の他に今回の法改正では、資料２）に記載の

ありますように、ソフト事業にも過疎対策事業債を充てることが可能となっております。更には

基金積立の財源としても活用する事が出来るように追加がなされております。過疎対策事業債を
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充てる所定の事業を実施するにあたりましては、過疎地域自立促進市町村計画を策定し、事業掲

載を行う事が必要であります。計画書の構成等につきましては従前の法律と同じでありまして、

３）にございます①から⑩までの項目を記載するというものになってございます。現在、本町に

あっても掲載事業の選定及び計画書の策定作業を進めているとことでありまして、２２ページを

お開きください。事務の流れと言う事でスケジュールがございますが、この北海道の手続きスケ

ジュールによりまして現在進めておりますが、先程課長の説明にもありましたが、議会への上程、

議決にあたっては９月定例会を予定しております。また上段の部分になりますが、既に６月下旬

から進行状況のスケジュールも示されてございますが、道の方からも指示がございまして北海道

との事前協議に伴う事務処理にあっては現在進行中と、早い段階において事業資料の提出が求め

られているところでございますので、一定程度事務につきましては先行して処理を行っていると

ころでございますので、この点についてはご理解を賜りたいと思います。以上で説明を終わりま

す。 
 
○委員長 
 只今④の説明を頂きました。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 
 無ければ次に移らさせて頂きます。次、⑤についてお願いいたします。 
 
○総務課長 
 ２３ページをお開き頂きたいと思います。定住自立圏構想に係る網走市の中心市宣言について、

ご説明申し上げます。既にご存じの通り、市町村合併については国については一定の区切りがつ

いたといった中において、過疎地域、少子高齢化の進行における地域振興の在り様という形の中

で、既に平成２０年に国は定住自立圏構想といったものの要綱等を打ち出しながら財政的な部分

も含めた地域振興の支援を行っていく、その方向性が示されているところでございます。要件等

の具体的内容については、後ほど担当の主幹よりご説明申し上げますが、基本原則的には人口５

万人以上の中心市を核としながら周辺市町村が連携しながら地域振興を図っていく、そういった

構想となってございます。今般、網走市長より当町の町長に、更に副市長より当町の副町長に、

更に事務段階でございますが企画担当課長に網走市の方から周辺関係町、更には総合振興局を含

めて今後構成についてという形で、網走市の考え方について説明を受けているところでございま

す。網走市においては、今回の６月定例会におけるそれぞれの常任委員会において具体的な中心

市の宣言に向けて、議会と具体的な協議を行い中心市宣言を網走市は行っていくと、そういった

方向性が示されているところでございます。今後当町においても議会と十分協議しながらどの様

に対応して行ったら良いか、十分に内容を詰めて行きたい、この様に考えてございますが、当然

網走市においての周辺町というのは、具体的には斜里郡３町を想定していると聞き及んでいると

ころでございます。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。 
 
○総務Ｇ主幹 
 それでは資料２３ページをお開き頂きたいと思います。網走市議会での説明資料の内容でござ
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います。定住自立圏構想に係る取組みと言う事で、中心市と周辺市町村が自らの意思で１対１の

協定を締結することを積み重ねると。これの積み重ねによりまして、圏域が形成されるという考

え方でございます。中心市につきましては、平成１７年国勢調査によります人口が最低４万人以

上という規定がございます。また、昼夜間人口比率１以上等となっております。これにつきまし

ては、周辺市町村から通学通勤等で昼間の人口が１．０以上になるというものでございます。と

言う事で、生活に必要な都市機能が一定の集積があると言う事が中心市としての条件となってお

り、これらを満たす市となってございます。網走市の取組みとしましては、９月の中心市宣言を

目指して取組みを行っていくと言う事であります。中心市宣言を行った以降の取組みでございま

すが、定住自立圏形成協定の締結、これは１対１と言う事で網走市とその周辺の協定を結ぶ町村

の間の締結となります。その後定住自立圏共生ビジョンと言う事で、これは中心市の網走市が策

定するものでございます。現在想定している周辺町と言う事で、通勤通学割合が０．１以上であ

ります大空町、それとその他の周辺町と言う事で、これは斜里郡３町を想定していると言う事で

あります。この圏域を形成することによりますメリットでありますけれども、（１）としまして

財政措置、中心市・網走市の方に４千万円、周辺町には１千万円の特別交付税措置があると言う

事でございます。それともう１点は外部人材の活用に対する財政措置と言う事で、１市町村あた

り３年間、７００万円を上限に措置されると言う内容であります。その他、各事業の採択を優先

的に配慮頂けると言う内容がございます。続いて２４ページ、市町村合併と定住自立圏構想、こ

の絡みでございますけれども、国の考え方としましては合併に係る推進運動につきましては、本

年３月３１日で一区切りをつけるという考え方であります。これを踏まえまして、今後は定住自

立圏構想を積極的に推進していくという考え方でございます。参考としまして合併施策に係る国

の考え方と言う事で、こちらにも記載してございます。合併特例に関する法律につきましては本

年３月３１日までで期限が切れております事から、これに基づく支援措置は打ち切り、一区切り

をつけまして、今後国・都道府県による積極的な関与、合併推進のための措置を廃止していくと

言う事であります。続いて市町村合併政策と定住自立圏構想政策の関係でございますけれども、

これにつきましては、平成２１年１１月２７日開催の宗谷支庁主催の講演会の中での国の課長補

佐の講演の要旨を記載しているものでございます。国の考えといたしましては、市町村合併の後

の政策ではないかという意見が出ているけれども、これにつきましては定住自立圏構想はこれと

は明確に違うと言う事でございます。市町村合併につきましては新しい別の法人にするというこ

とですので、市町村の行政機能の効率化というものが主眼となっておりましたけれども、定住自

立圏構想というのは、他の圏域に依存しなくても済む定住が可能な圏域の形成ということを目的

としているというものでございます。別冊の資料の方で定住自立圏構想の概要というものをお付

けしておりますので、若干この概要につきましてご説明させて頂きます。別冊資料の見開きの１

ページをご覧頂きたいと思います。ここにどういったイメージなのかと言う事が出てくる訳です

けども、中心市がありまして、周辺市町村があります。まずこの中心市が該当要件に当たると言

う事で①の中心市宣言を行います。この中には地域全体の中心的な役割を果たすと言う事の意思

表明をいたします。次に②としまして圏域の形成協定をと言う事で、周辺市町村との密接な関係

に基づきまして、１対１の協定を結ぶと言う事になります。あくまでも１対１であります。これ

にあたりましては中心市と周辺市町村それぞれの役割分担を明確に明示していくと。その後③と

しまして定住自立圏共生ビジョンを中心市が策定するものですが、周辺市町村との将来像につい

て具体的に記載して策定するものであります。２ページ以降につきましては、その内容につきま
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して中心市の要件、人口要件、或いは中心市宣言に明記される事項を記載してございます。続い

て３ページにつきましては、定住自立圏形成協定についてと言う事で、この協定を結ぶにあたっ

ての要件を記載しておりまして、協定を結ぶにあたりましては関係市町村の議会の議決を経るこ

とが必要となって参ります。協定の期間につきましては原則としては期間の定めはございません。

そしてこの協定を結ぶにあたっての規定する具体的な取組みの中身ですけれども、４ページに記

載されております。生活機能の強化、結びつきやネットワークの強化、圏域マネジメント能力の

強化、これらについて取組みをしていくと言う事になって参ります。続いて５ページが定住自立

圏共生ビジョンについてと言う事で、定住自立圏の将来像を協定に基づきまして具体的に取組む

内容を記載するものでございます。ビジョンに関する期間につきましては、概ね５年間というと

ころを想定しております。その他６ページにつきましては道及び国における助言及び支援の内容

を記載しております。尚、平成２１年４月１日にこの定住自立圏構想の施行がされておりますけ

れども、平成２２年５月現在におきましては、全国で５３の市が中心市宣言を行っております。

道内におきましては、旭川・釧路・小樽・室蘭・稚内の５市が中心市宣言を既に行っているとこ

ろでございます。以上で説明を終わります。 
 
○総務課長 
 只今、担当主幹より網走市から申し出がありました、こういう方向で進みたいと言う説明を受

けた部分について、説明を加えさせて頂きました。先程前段で申し上げた通り、今般の網走市に

おいては６月定例会の常任委員会において具体的内容、更に突っ込んで説明していると言う事で、

通告を受けていると言う事でございます。また、前段で説明した通り、新しい仕組みの中におい

て平成１７年の国調が一つの法的な要件となってございまして、北海道内においては１３市のみ

が中心市の該当要件に適している。オホーツク管内においては北見・紋別は該当しなく、網走市

だけであると言う事。更に加えて申し上げますと、本年１０月１日に国勢調査が実施されますと、

また違った状況も生じてくるといった要素も持ち合わせている。そういったこともあって網走市

においては早い段階で中心市宣言を行っていきたいといった意向も持っていると言う風に推測い

たしているところでございます。また、この周辺市町村については全てまとまらなくてはいけな

いという形ではなくして、法的要件においては中心市要件の網走市に対してでございますので、

自らの市において中心市宣言をする事ができる、そう言った中において一つでも協定を結ぶ周辺

町があれば法的には成り立つ、但し、こう言った形については、十分広域形成の観点からも周辺

町とも十分協議を行った上で進めていくのが基本的ルールと認識してございますので、今後網走

市から様々な形で意見交換や情報の提供があろうかと思いますが、その都度議会常任委員会に報

告をさせて頂く中で、この方向について慎重に進めて参りたい、かように考えてございますので

ご理解を賜りたいと思います。 
 
○委員長 
 それでは説明がございましたが、委員の方から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たいと思います。⑥のその他について３点ございます。よろしく
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お願いします。 
 
○総務課長 
 まず第１点の平成２１年度網走支庁管内交通災害共済組合の決算認定の関係についてでござい

ますが、既にご存じの通り、本年３月３１日をもって当共済組合については解散をしております。

従いまして、法的な定めに基づきそれぞれ構成していた市町村の中において決算の認定を議会に

附する事になってございますので、今般の６月定例会において決算認定について上程させて頂き

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。具体的な決算概要については

担当主幹よりご説明申し上げます。 
 
○総務Ｇ主幹 
 資料２５ページをご覧頂きたいと思います。尚、この決算概要につきましては、去る５月１２

日監査委員さんの方に審査をして頂いております。交通災害共済組合の事業の経過でございます

けれども、昭和４３年に管内２３町村で構成する一部事務組合としまして、地域住民の福祉の向

上を目的に、交通事故被害者を救済するために発足されております。本年３月まで４２年間で死

亡者９５６人、負傷者２万１千１６０人、合計２万２千１１６人に対しまして１５億６千１７２

万８千９００円の見舞金の給付を行っております。２番の決算の主な内容でございますが、主な

もののみ説明させて頂きます。歳入につきましては２１年度については組合の解散が決まってお

りまして、会費の徴収は行っておりません。従って会費収入はゼロであります。主なものとしま

しては前年度の繰越金及び基金からの繰入金が主な収入となっております。収入の合計額、収入

済額で申し上げますが４千３４２万９千７２７円となってございます。歳出につきましては組合

の解散に伴いまして、総務費の人件費の部分で退職手当組合の方から脱退すると言う事になりま

すので、それに係る精算金の支出が主な内容となってございます。また平成２０年度中に発生し

ました事故に対する見舞金は、１年間見舞金の申請が有効になりますので、この部分が８６件分

と言う事で事業費を支出してございます。歳出の合計額、支出済額で申し上げますが４千３４２

万１千７５円となっておりまして、歳入歳出差引額８千６５２円につきましては、公平委員会の

事務局が交通災害共済で昨年度まで持っておりましたので、こちらの方平成２２年度の管内公平

委員会の会計へ繰越しております。また３点目としまして、財産処分の関係ですけれども、解散

に伴いまして保有している財産の処分額が全体で９千９６１万３千円ほどございます。その内清

里町への配分額につきましては、３９３万９千８９７円となりまして、これにつきましては平成

２１年度清里町一般会計の諸収入として収入済みでございます。以上で説明を終わります。 
 
○委員長 
 交通災害共済組合決算認定について説明がありました。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２）をお願いいたします。 
 
○総務課長 
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 それでは、２）の各種大型事業の進捗状況についてご説明申し上げます。今日も委員会開催中

も耐震関係の騒音等でご迷惑をおかけしており、申し訳なくこの場を借りてお詫び申し上げたい

と思います。役場庁舎の耐震補強工事でございますが、工期につきましては１０月２９日を予定

してございまして、現在外付けのフレームの関係が２階部分まで建ちあがってきている。更に内

壁の関係での耐震の関係が４ヶ所完了し、現在４ヶ所施工中であるという形の中で、若干騒音等

でご迷惑をかける事もございまして、工期の短縮を今かけてございまして、内壁等につきまして

は出来ればお盆前には大体あげて、会議等に支障のないような形にさせて頂きたいと、この様に

考えてございまして、６月１０日現在の進捗率が約４０パーセントとなってございますが、内部

関係についてはお盆前には目途がつく様な形で、残った部分については外の方をやって行く、こ

ういったスピードで進めさせて頂きたいとご理解を賜りたいと思います。また農水省の方で進め

てございます地域資源活用交流促進施設整備工事の関係、旧福祉センター跡地の関係でございま

すが、ご覧頂いた通り、基礎部分が完了いたしまして、現在１階の躯体の施工中で後はコンクリ

ートの打設をほぼ終わり、２階に入って行くという形でございまして、ほぼ進捗率については６

月１０日現在で２５日、工期が９月１７日で大体一週間程度天気にも恵まれて早く進んでいると

いった状況でございますので、今後も安全を確保しながら事業を進捗させていきたい、この様に

考えてございます。また緑清荘の増改築の関係でございますが、工期については１０月１８日と

いう形の中で、基礎部分、１階の躯体が完了して２階の躯体もほぼ見えてきて、これから３階の

躯体の関係に入って行く、２階についてはコンクリの打設等が行われている状況で、まだ内部的

なものは入ってございませんので、総体としては６月１０日進捗率は１５パーセントとなってお

りますけれども、こちらにつきましても天候に恵まれてほぼ一週間から１０日工期が早まって施

工されているといった状況になってございます。また、光ファイバーの関係でございますが、６

月に入りまして光の線の敷設の関係の工事がそれぞれ進み始めているといった状況でございまし

て、町民に対しましても６月１日の広報、更に１５日に意向調査を加えて行ったり、農協、更に

は商工会のご協力を頂きながら関係者の加入促進や事業の支援についての説明会等が明日以降に

開催されるといった段取りになってございますので、今後とも各種大型事業の施工に関してご理

解を賜りたいと思います。以上で２）の説明を終わります。 
 
○委員長 
 各種大型事業の進捗状況について説明がございました。何かございましたら出して頂きたいと

思いますが。 
（「なし」との声あり） 

 
○委員長 
 無ければ次に、３）をお願いします。 
 
○総務課長 
 最後になりましたが、地域資源活用交流促進施設の通称の関係でございますが、旧福祉センタ

ー跡地、正式には地域資源活用交流促進施設という形の中で工事を行っている訳でございますが、

９月定例会に条例提案をさせて頂く、これについては補助事業等の名称の使用が必要となって参

りますけれども、当町例えば生涯学習総合センターについてはプラネットですとか、商工会館は



 

- 16 -

コミットといった分かり易い通称を使ってございますので、当該施設につきましても、現在まで

も仮称「町民会館」という形で使って参りましたので、今般通称としてはそのまま「町民会館」

を使って参りたい、この様に考えてござい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 
 只今の説明について、何かございませんでしょうか。 
 
○議長 
 １点良いでしょうか。先程聞き忘れたんですが、旧福祉センターについて、私の記憶が間違っ

ているかもしれませんので確認しておきたいのですが、今回９割補助で出来ると言う事だったん

ですが、備品関係に１千５００万円あがっていますが、渡り廊下の関係なんですが、この分は事

前に予算計上されていたのか、されていないとすればこれから出てくるものなのか、その辺を確

認したい。 
 
○総務課長 
 渡り廊下は国・道の経済対策交付金事業のきめ細かな交付金事業という形の中で、役場庁舎関

連の部分で既に予算化されて施工する、そういった発注が済んでございますので、今後補正をす

るといった事、１００パーセント渡り廊下についても国の交付金の中で今回施工される、この様

にご理解賜りたいと思います。但し、補助事業外と言いますか、交付金の経済対策の中で行って

きたとご理解頂きたいと思います。 
 
○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 
 無ければ総務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。どうもご苦労様でした。 
 
○委員長 
 次に生涯教育課からお願いしたいと思います。 
 
○生涯教育課長 

議案に基づきまして、平成２２年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）につきまして協議

をさせて頂きます。議案の２６ページから２８ページまでになりますのでお開き願います。最初

に今回補正提案する概要について説明をさせて頂きます。今回の補正総額は約１千８００万円で、
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主な事業は４項目です。１つ目は、国の補助事業により、景観樹木の診断及び樹勢回復事業並び

に清里小学校前の憩いの広場整備事業に１千５９５万円を補正するものでございます。２つ目は、

学校医の変更に伴い予算科目の組み替えを行わせて頂きます。３つ目は、平成２３年３月３１日

をもって閉校する江南小学校・新栄小学校の協賛会に対しまして、記念誌制作費の一部補助とし

て１６０万円を補正するものでございます。４つ目は、臨時職員の雇用並びに学校支援地域本部

事業に係る諸経費を補正するものでございます。それでは補正の詳細について担当より説明させ

ます。 
 
○社会教育Ｇ総括主査 
 それでは私の方から、補正予算概要に基づきまして説明をさせて頂きたいと思います。始めに

総務費・開発促進費・企画振興費に係る樹木診断及び樹勢回復事業についてでありますが、この

事業につきましては役場庁舎前のイチイの木並びに清里小学校前のキハダの木、更には緑ヶ丘公

園の樹木群の３ヶ所につきまして、樹木診断及び樹勢回復に係る計画書を策定するものでありま

す。補正額につきましては９５万円を計上するものでございます。尚、本事業につきましては、

景観形成総合支援事業の一つでありまして、この事業を実施することによりまして、後でご説明

もあろうかと思いますが、憩いの広場整備事業でありますとか公営住宅の塗装工事事業でありま

すとか、そういった附随の事業が展開される事となっておりますので付け加えさせて頂きます。

また、教育費の一番最後でありますけども、教育費・社会教育費・社会教育総務費・学校支援地

域本部事業につきましてご説明させて頂きます。これにつきましては道の１００パーセント補助

事業でありまして、小学校・中学校において、授業や部活動、環境整備などで地域の方々のボラ

ンティア活動についての事務費などにつきまして５万円を補正するものでございます。以上です。 
 
○学校教育Ｇ主幹 
 引き続きまして、学校教育グループ関係の部分をご説明いたします。まず、憩いの広場整備事

業であります。これは現在の木製ブロックの遊歩道、子ども達が通学路としても使用しておりま

すが、これをアスファルト舗装及び透水性の樹脂舗装に改修するものであります。この詳細の位

置図につきましては、２８ページに資料をつけさせて頂いております。白黒になっておりますが、

濃い黒の部分につきましては、下地がアスファルト舗装とその上に透水性の樹脂舗装をしていく

ものであります。薄い黒の部分につきましては、子ども達の使用頻度等を考慮しまして、芝生の

植生をしていく部分になります。これが総額１千５００万円となってございます。これは先程景

観の関係で樹木診断と同じ景観形成総合支援事業の補助メニューとして展開するものでありま

す。尚、国庫補助につきましてはそれぞれ３分の１が補助金額になってございます。次に地域振

興費・臨時職員雇用事業でありますが、学校教育グループに臨時職員を雇用しております事に伴

います共済費、健康保険等の保険料の所要額を増額補正するものであります。次に教育費であり

ますが、学校医の内科検診事業につきましては、現在医療法人恵尚会きよ里クリニックの院長で

あります鈴木先生に学校医として委嘱申し上げているところでございます。この先生は勤務医で

ございます。それで予算科目を報酬から委託料に予算組替をするものでございます。学校医の経

費は５８万８千円を当初予算で組まさせて頂いておりますので、それを同額予算組替するもので

あります。次に江南小学校閉校事業協賛会補助事業でございますが、負担金補助として予算を組

むものでありますが、記念誌の製作費に協賛会の方で１２５万円ほど予算を組んでおりますが、
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この製作に係る２分の１相当額の６０万円を補助するものであります。同じく新栄小学校につき

ましても協賛会への補助としまして記念誌の製作費の２分の１相当額で１００万円となっており

ます。この記念誌の関係でございますが、江南小学校は５０周年記念で１回記念誌を製作してお

ります。それで今回は大掛かりな記念誌を作る事にはならないと聞いております。また、新栄小

学校につきましては、長期間記念誌等を作っていないと言う状況であります。そのため過去の記

事を掲載するなどがありまして、若干予算額が増えてございますのでそれぞれに見合う相当額を

補助するものであります。以上で説明を終わります。 
 
○委員長 
 それでは補正予算について説明がございました。委員の方で質問等ございましたら出して頂き

たいと思います。 
 
○中西委員 
 景観樹木の診断ですけれども、対象樹木の中に保存樹木とあるんですが、これは清里に何本あ

って、それで今回の診断をして景観が悪い場合は枝を切るだとか、木を切ってしまうだとかそう

いうことがあるのか。せっかく３つの場所以外にも保存樹木があるんですが、診断士が来て診断

するんだろうけども、その診断士がどこの木を見てもすぐ分かるんでしたら、景観が悪いだとか、

この木はいつまでもつだとか判断した時に切ってしまうのかどうか、その辺どうなんでしょうか。 
 
○生涯教育課長 
 清里町の保存木と言いますのは、平成７年度に指定しておりまして１８ヶ所ございます。緑ヶ

丘公園のように樹木群として指定しているもの、また役場前のオンコのように１本のイチイを指

定しているものと色々ございます。また多くは公共用地にある木、神社、お寺などの木を主に保

存木として指定してきております。長く由来のある木と言う事でございます。今、中西委員から

ご質問のあった、診断の結果その木を切ったりするのかと言う事でございますが、保存木は長く

保存していくという基本的な考え方がありますので、枯れてきているような木があれば、その木

を長く生かすための方法はないだろうか、また木が全部大きくなっていけば密集してきますので、

場合によっては切ることによって他の木を大きくすると言う様な事も考えられますし、枯れ枝が

付いている場合にはそれを除くことによって保存木を長く大きく育てると言う意味合いもあると

思います。そう言う事を含めて診断士にどのような形が望ましいかを診断し、計画書を作っても

らうというものでございます。その結果に基づきながら保存木を長く大きく育てていくように管

理する手当としてやって行きたいというものでございます。 
 
○中西委員 
 とりあえず今回は１８ヶ所の内の３ヶ所をやると言う事で理解してよろしいですね。 
 
○生涯教育課長 
 はい。とりあえず今回は３ヶ所で、役場前のオンコ２本、清里小学校の憩いの広場にあります

大きなカエデ１本、それと緑ヶ丘公園の３ヶ所でございます。 
 



 

- 19 -

○委員長 
 その他、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頂きます。どうもご苦労様でした。 
 
○委員長 
 次、２の意見書の検討について、事務局より説明 
 
○事務局 
 所管の意見書が２件持参提出されております。いずれも提出者は清里地区連合会長名でござい

ます。内容につきましては、意見書案の一部を読み上げて説明とさせて頂きます。 
 まず、３４ページをお開き下さい。「地方財政の充実・強化を求める意見書（案）」でござい

ます。記書き以下を朗読いたします。 
（以下朗読） 
 続きまして、３６ページをお開き下さい。「義務教育費国庫負担制度堅持・負担率 1/2 への復

元、教職員定数改善、就学保障充実など 2011 年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に

向けた意見書（案）」でございます。記書き以下を朗読いたします。 

（以下朗読） 

 以上、２件の意見書の内容及び議会提出者を委員長名で宜しいかをお願いいたします。以上で

す。 

 
○委員長 
 只今、意見書の説明が２件ございました。委員長名で取り扱うと言う事でよろしいでしょうか 

（「はい」との声あり） 
 
○委員長 
 次に、３番の次回委員会の開催について、事務局。 
 
○事務局長 
 今のところ具体的な予定はございません。 
 
○委員長 

 次、その他について委員の方からございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 

 無ければ私の方からちょっと説明させて頂きます。前回の札弦地域の構想素案について、４月

２２日に町からの提案説明がございまして、その後委員間での意見交換を行いました。５月２６

日午前中に現地調査を行い、午後からこれまでの視察資料や現地調査を参考にし、委員会で意見
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交換をした後、再度担当課長出席のもと、構想素案に対する疑問・質問等を各委員から意見を述

べたところであります。主な疑問・質問としては、在来施設の改修内容が見えてこないと言う事、

道の駅直売所・農産物加工施設の管理運営方法についても並行して検討して行く、農産物加工施

設の販売する可能な施設にするのか、道の駅で何を販売するのかという意見もございました。室

内遊技場の活用についてと言う事もありますし、新しい温泉掘削の具体的な内容という部分につ

いても、回答としては課題としては考えているが、いずれもこれから検討される事だと言うふう

に返ってきております。また委員の意見としては、町は札弦センターと道の駅・パパスランドは

それぞれ単独施設として提案してきているが、委員会では一体的に整備したらどうかと言う意見

も出されました。尚、担当の総務課からは、委員の意見が基本的な部分で分かれていると言う事

で、委員会として一定の方向性を出して頂きたい、次の素案が作りづらいと言う話がされてござ

いました。しかし、今回提案された基本計画の構想素案はそう言う課題があるという部分も挙げ

られますが、具体的な内容が出てきていないので、今の段階では委員会として意見をまとめるの

に無理があると思います。次回、町から一歩進んだ具体的な提案をしてもらい、更に委員会の論

議を深めていきたいと考えていますが、いかがでしょうか。ここで確認をして、次の案に進んで

行って頂くと。 

 

○加藤委員 

 基本的にはその方向で良いと思いますが、単なる建物の案では無くそこに連記されているよう

な、例えば農産物加工販売施設を造る原案はこうですよではなく、それがどういう物を販売して

行くんだ、どういう管理をして行くんだといった一体の原案説明が無ければ、施設の大きさや金

額だけの内容であってはならないと言う事だけ確認しておきたいと思います。もう一つは、現存

の施設の経費の兼ね合いですよね。重複する部分、そういう部分も同時に提出されてそういう形

でやるかっていうのも提示されないと、今回新しくやる部分はこうですよ、既存の部分の改修は

こうですよと、共通する部分が無いのかどうか。そういうものもきちっと提示されてこないと駄

目だと思うので、その辺、一歩進む事は良いけども、色んな意見で出せませんよと言う事では無

くて、結果としてそういう方向にきちっと提案される事をお伝え願いたいと思います。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それではそのように進めさせて頂きます。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは、以上をもちまして第６回総務文教常任委員会を閉会させて頂きます。どうもご苦労

様でした。 

（閉会 午前１０時３５分） 


