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第７回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年７月２３日（金） 

    開 会     午前 １０時１０分 

    閉 会     午前 １１時１０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第５次清里町総合計画策定状況について（中間報告） 

  ②過疎地域自立促進計画（案）の概要について 

  ③平成２２年度普通交付税算定結果（速報値）について 

  ④札弦センター整備基本計画（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   藤 田 春 男       委  員   中 西 安 次 
       委 員    田 中    誠      委  員    加 藤 健 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    ■総務Ｇ主幹      岸本 幸雄 
■企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    ■企画財政Ｇ主査    阿部 真也 
 

 
○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 
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○委員長 

 第７回総務文教常任委員会の会議を始めさせて頂きます。 

 

 
○委員長 
 町からの協議・報告事項と言う事で総務課より４点ございます。１点目、第５次清里町総合計

画策定状況と言う事で出てございます。説明お願い致します。 
 
○総務課長 
 おはようございます。総務課からは４点、ご報告・協議を申し上げたいと思います。まず１点

目の第５次総合計画策定状況の中間報告でございますが、常任委員会に対しては２回目の中間報

告でございますけども、現段階における進捗状況、更には今後の策定に向けての概要をご説明申

し上げたいと存じます。お手元の議案の２ページをお開き頂きたいと思います。２ページから３

ページにかけましては、全体的な現在までの策定委員会の開催状況、更には今後の計画策定の予

定になってございますが、まず（１）の会議の開催状況でございますが、現在１５名の臨時の委

員さんを含めまして３０名の委員にて策定を行っているところでございます。昨年の９月２４日

の策定委員会から先般の７月１４日の策定委員会まで、次ごう６回の策定委員会並びに基本構想

の策定委員会が開催されている状況でございます。個々の全体会議の他にグループに分かれたそ

れぞれの専門委員会の協議の中におきまして、昨年度におきましては、実績評価、更に年を越し

ましてから現状課題、現在は基本的方向性と主要施策の関係で基本構想の部分と基本計画の具体

的内容の詰めを行っているところでございます。後ほど概要については資料をもってご説明申し

上げたいと存じます。また、併せまして（１）－１でございますが、それぞれの段階において、

公開講座形式で町づくりの講演会、こういった研修会の開催を次ごう３回、現在まで実施してる

ところでございます。３ページをご覧頂きたいと思います。これに並行しながら役場庁舎内の関

連会議でございますけれども、１０月１３日の企画委員会、更には専門委員会に対応した作業委

員会の中で、それぞれ事務的な資料の準備または情報提供または専門委員会等で検討された内容

の集約、そういう形の中で並行しながら現在まで作業を進めている、こういった状況になってご

ざいます。現段階における基本構想及び基本計画の検討概要という形で、お手元の別紙で資料１

をまずご覧頂きたいと存じます。資料１の１ページでございますが、現在基本計画の策定の部分

で専門委員会の中で論議されている、視点と論点の中でこういった事務局側が提示した視点と論

点を基に、基本構想の策定委員さんの中においてご議論頂きながら肉付けをして行く。更に専門

委員会での討議、４つの専門委員会での討議、こういったものを関連性の中で現在最終的な整理

作業を行ってございまして、１点目としては全体的な清里町の特性、更に時代を取り巻く環境、

大きな流れ、更にその中における地域を取り巻く課題や方向性の関係、２ページをお開き頂きた

いと思いますが、そういった中において第５次の総合計画の中で、どのような方向に向かって地

域形成を行っていくかと言う観点での地域力の関係、更に自立計画の中で求めて来た自助・共助

・公助の補完性の原理から、更に新たに自立のまちづくりを繋げて行く、発展させて行く方向性、

更にこういった全体的な視点を受けながら施策を柱となる将来像、大綱を大つかみで整理をして

いるところでございます。続いて３ページでございますが、資料の２の「基本的方向と主要施策

の視点」という形の中で、この部分につきましては４ページからそれぞれ２９ページまで第４次

総合計画の基本目標と章立て、更には具体的な施策に応じた部分で、それぞれ考え合える視点、
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更にはどう言った観点・視点に立って主要施策に対応して行くか、専門委員会、作業委員会の中

における方向性について焦点になるであろう課題、そういったものを大つかみに計上させて頂い

たものでございます。この部分につきましても、先程述べた基本構想と同じく４つの専門委員会

の中で、こういったことを一つの素材としながら具体的な内容の詰めを現在行っている、こうい

った状況にございます。続いてお手元の資料の一番最後３０ページをご覧頂きたいと思います。

こういった論議を集約した現時点おける素案でございますが、全体的な施策の大綱（あらまし）

と致しましては、５つの柱、この中で集約をしながらそれぞれ柱立てを行って具体的な基本計画、

そういったものを集約をして参りたいという風に考えてございます。１としては、協働と共生で

築く自立の町と言う観点に立って、住民協働による地域自治活動や新たな公共の創出といった観

点、更には行財政運営の関係、広域行政の関係、地域情報化、広報・広聴の関係、こういった観

点で１の「協働と共生で築く自立のまち」、こういったものを肉付けして行きたい、かように考

えているところでございます。また、大きな２でございますが「自然と共生する安全・安心なま

ち」という事で、土地利用の関係、防災・消防・交通安全・防犯、消費者保護の関係、更には環

境と循環型社会の構築という観点に立って、生活環境の保全や廃棄物の関係、公害の関係、次の

柱としましては自然環境の保全や景観、または快適な生活空間の整備の観点の中から公園や緑地

や広場の整備、また更に安全で快適な生活基盤という形で、地域インフラ、都市インフラの関係、

こういった柱立ての中で整備をさせて頂きたい、かように考えてございます。３つ目の大きな柱

としましては、「共に支えあい、一人ひとりの命と暮らしを大切にするまち」の中で、保健の関

係、国保の関係、医療の関係、更には地域福祉の関係、子育て支援、保育所更には高齢者福祉、

障がい者福祉、介護の関係、こういったものをこの領域で集約をして行きたい、かように考えて

ございます。４つ目の柱が産業振興の部分でございますが、「活力にあふれ、豊かな地域をつく

る産業のまち」という形で、基幹産業である農業や林業、または林業をベースとした製造業の関

係、商業関係、更には工業振興や雇用対策の関係、観光振興の関係、更には異業種連携による新

たなコミュニティビジネスの関係、こういったことを総合的にこの章でまとめて行きたい、かよ

うに考えてございます。５番目の柱が、教育文化交流の関係でございますが、生涯学習の観点に

立った事業推進の関係、幼児教育、学校教育、家庭教育、更には芸術・文化や生涯スポーツの関

係合わせて、交流のまちづくり推進、こういった章立ての中で全体的な部分としてまとめて行き

たいとかように考えてございます。こういったことを大きな柱としながら、来週更に全体会議を

予定してございまして、その段階におきましては基本構想の柱となる素案、更には各専門委員会

の中で積み上げて来ました基本計画の案、こういったものを全体提示しながら一つの方向性をま

た投げて行きたい、かように考えてございます。お手元の議案の３ページにお戻り頂きたいと存

じます。３ページの３の今後の計画策定の予定でございますが、先程申し上げたとおり７月末、

来週からにかけてでございますが、基本構想及び基本計画素案の全体的な調整を図って行く。８

月に入りまして、それぞれの専門委員会の委員長・副委員長、更には策定委員会の会長・副会長

を中心として全体計画成案の調整を基本構想の中の専門委員会の中で行って参りたい。更には事

務的な調整を加えて、８月の末を一つの目途としながら全体答申案のまとめを行い、９月の上中

旬にはそれぞれ策定委員会から町の方に答申頂きながら、９月の定例会前の議会の常任委員会の

方に答申内容の報告をさせて頂く。そういった形で現在取り進めて行きたいと考えてございます。

更に１０月から１１月にかけましては、町民意見提出手続き、更には町民意見提出手続き等をど

の様に最終案に加えて行くか、最終調整を１１月に行い、１２月につきましては、定例会に向け

て議会に協議・報告を最終的な部分でさせて頂く、こういった流れで進めさせて頂きたいと思い
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ますので、ご承知おき頂きたいと存じます。①については以上でございます。 
 
○委員長 
 只今、第５次清里町総合計画策定状況についての説明がありました。委員の中で何かございま

したらお受けさせて頂きたいと思いますが。 
（「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。②の過疎地域自立促進計画（案）概要について、お願い致

します。 
 
○総務課長 
 過疎地域自立促進計画の関係でございますが、既に６月定例会前の常任委員会におきまして、

全体的な構成の考え方、今後の作業の関係についてご説明をさせて頂いているところでございま

すが、その後、北海道との事前協議が必要ということの中で、事務的な資料を道に提出する中、

現在最終的な調整を行ってございます。この過疎計画につきましては、ご存知の通り時限的な部

分で１０年単位で更新がされている訳でございますが、今般につきましては、法律の改正によっ

て６年間の期限延長がなされた。特に、国による財政的な支援、具体的に申し上げますと、過疎

債の手当てに伴う部分の計画的なものでありまして、今般のこの計画の中に過疎対応事業を盛り

込むことによってこういった財政的な支援を受けられる、そういった大きな計画の中身になって

ございますので、現段階における考え方、提示をさせて頂くものについてはご理解を賜って行き

たい、かように考えてございます。今般の計画におきましては、現在までの計画を引き続き踏襲

する中、一方では、現在取り進めております第５次の総合計画、こういったものを視野に入れて

いく、そういった中で完全な整合性を持たせる事が、現実的になかなか過疎の方が国の方から７

月若しくは９月いっぱいでの提出という風に求められてございますので、そういった部分でのエ

キスを入れながら、今後最終的な調整を図って行く、行かざるを得ない、そういった点について

は是非ご理解を賜りたいと思います。なお、今般の過疎計画からは従来のハード事業に加えまし

て、ソフト関係の事業も対象事業という風になっているのもございまして、既に平成２２年度、

今年度の事業からこの対象になって行くというのもございますので、従前のハードで無くしてソ

フトの部分を若干加えた中で、現段階における計画案というものを事務的に詰めさせて頂いてご

ざいますので、その点についてもご理解を賜りたいと思います。全体的な内容につきましては、

担当の阿部主査よりご説明を申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ主査 
 それではお手元の資料４の過疎地域自立促進計画書（素案）という事で、現在のところまでで

すけども、支庁の方に素案という形で文言関係、それから事業関係を提出しておりまして、協議

の前段階というところまでを冊子としましてご提示したいと思います。現在までの手続きの部分

ですけれども、まずは各関係、事業所管課からですけども、年度ごとに２２年度から２７年度ま

での事業の計画、これは実施するもの、それからまだ構想段階のものという事でありますけれど

も、いわゆる過疎地域の計画に載せておく事におきまして、先程課長からもお話がありましたが、

過疎債等の財源手当の部分を見ていく様な形の事業について掲載の依頼をしたところでございま
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す。その拾い上げに基づきまして、過疎対策事業としての確認を取りながら、協議の方への記載

をしているところでございます。更には文言関係の部分に行きますけども、現段階までの続けて

来ました過疎地域の計画書、従前までのものですけども、それの評価、それから課題の関係の文

言整理という事をさせてもらっておりまして、資料関係としまして統計データ、更には事業計画

データ、これは粗粗ですけれども、北海道・オホーツク振興局の方には提出をしている最中でご

ざいます。まだ、これに関してのフィードバックと確認協議というのはこれからという段階でご

ざいますので、まずは申し上げておきたいと思います。資料４の１ページから８ページまで文章

が続いてございます。中にはいわゆる国勢調査ですとか、商業・工業統計関係のデータベースが

載ってございます。また、財政関係の指標も掲載してございますが、こちらにつきましては、前

段の清里のいわゆる町勢状況ですとか、歴史的背景等のものにつきまして、従前プラス現在まで

の状況を掲載させて頂いているところでございます。後段の７ページからにつきましては、現在

までの過疎地域、自立促進計画の取り組み、それから今後に向けての考え方という部分を簡潔に

文章化させてもらっているところでございます。新たな要素としましては、基本的には過疎地域

という事で、生活基盤関係のボトムアップというのが、これまでのハード系の過疎計画に求めら

れたものでございますけれども、先程ありましたけれどもソフト系のもの、それから本町におき

ましては、自立計画に基づくまちづくり関係、それから現在進行中であります第５次の総合計画

の部分の現在まで捕まえる事が出来るエッセンスを表現化させてもらって、今後の過疎地域の自

立に向けての要旨とまとめさせてもらっているところでございます。９ページから単元に基づく

設定の事業計画でございます。２番としましての「産業の振興」が９ページからとなってござい

まして、現状と問題の関係、こちらにつきましてもそれぞれ精査をさせてもらった簡潔な文章化、

それから現在までの統計資料、表を最初に記載させてもらっておりまして、更にページが進みま

すが１３ページ、３の計画という部分でございますが、こちらが現在のところ実施それから構想

という段階でありますが、各関係所管から上がって来た過疎計画として掲載して行く必要性のあ

るものという形での、作表という事業の体系が載っているところでございます。１３ページでご

ざいますけれども、産業で例えるならば国営道営事業の関係のいわゆる町負担部分での例えば過

疎対策事業の対応が必要でないかという形での掲載でございましょうし、林業関係、それから現

在２２年度は既に実施の部分でございますけども、色々な施設ですとか、そういった部分での財

源手当として過疎債の考え方と言う部分での掲載でございます。続きまして１４ページからは交

通関係、いわゆる道路ですとか、交流関係の部分の単元でございます。こちらにつきましても現

在までの統計資料等を冒頭に載せまして、その後の対策という形でさせてもらっております。基

本的にはハード系で行きますと道路橋梁関係、それから情報インフラという形の部分になります。

今後におきましてはソフト事業という形になりますけれども、本町で実施しております花緑の関

係等についても、交流ソフト事業として盛り込むことが今後は可能でないかという様な部分で掲

載をさせてもらっているところでございますし、移住定住関係、ハード、そしてソフト面の関係

も両方ございます。そういった部分も載せているところであります。続きまして１９ページです

けども、生活環境の整備の関係でございます。こちらは通常ハード系で行きますと、上下水道、

それから廃棄物処理施設のゴミ関係、それから消防、防災、公営住宅、公園等という形のハード

系のものもございますけども、こちらも例えば維持管理経費ですとか、そういった形でのハード

が終わった後の一定の長期負担ですとか、そういった部分の財源手当としてもソフト事業が可能

ではないかという事で、現在のところ表で行きますと２１ページになるかと思いますけれども、

後段ソフト事業につきましては、過疎地域自立促進特別事業という名称を持って充てる事となっ
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てございます。全般、作表ではその様な形になってございまして、維持管理業務ですとか、負担

関係の財源手当として計画を載せているという形でございます。次に２３ページですけれども、

高齢者と福祉関係の分野でございます。ここは高齢者関係と児童福祉関係という形のものになっ

てございます。この中でも、前後しますけれども、２２ページの方になりますけれども、見守り

のシステム関係のハードウェア、それから改修、保育所の改修等も載せてございます。その他ソ

フト事業の方では現在事業として展開しておりますけれども、財源手当としましては、その難病

者交通関係、こちらも地元に特殊医療関係が無いという事でそういったことが過疎に当てはまる

のではないかといった原課からの積み上げでございます。こういった部分につきまして記載をさ

せてもらっているというところでございます。次に２４ページの方に参ります。医療の確保とい

う事でございますが、現在診療所関係の分野がございます。年次更新関係、機能更新関係にこう

いったものを充てて行く必要性があるのではないかというものと、それから将来に向けてですけ

ども、広域医療関係の事業費負担部分、それから遠隔通院関係の部分についての支援関係につい

ても過疎地域のこういう計画に当てはまるのではないのかという部分での、ソフト事業の部分が

今回追加をさせてもらったというところでございます。次に２５ページの教育の方に参りますけ

ども、教育分野につきましては、表の方は２７ページの方になってございます。それぞれですけ

ども、ハード関係では学校改修関係、統合小学校の跡地関係のハード的な部分、それからそれぞ

れ計画されているところでございますけれども、教員住宅等のハードウェア関係の部分、それか

ら社会教育施設の部分、そしてソフト事業としましては山村留学の協議会の運営支援ですとか、

民間の幼稚園の関係、いわゆる財源手当の部分での過疎地域としてのソフト部分を拠出出来るの

ではないかという形での計画を載せているところでございます。次に２８ページの方に参ります。

地域文化という事でございますが、社会教育等々とも重複する部分がございますけれども、地域

文化関係の部分で行きますと、こういった文化公演ですとか、ソフト部分についても今回盛り込

めるという事でございますので、計画書に今回掲載を行いまして、将来的には財源充当関係の部

分に及んで行きたいというところでございます。２９ページ、集落の整備関係でございます。こ

ちらもここに記載の通りでございますが、自治会関係のいわゆる交付金ですとか、ソフト事業と

して組み込めるのではないかという事での計画掲載とさせてもらっております。最後に３０ペー

ジになりますが、その他という事で載せてございますが、これは現在までの素案という事になり

ます。例えばこれが別な産業の観光施設ですとか、シフトする事がこれから協議において起きる

訳ですけれども、現在の項目としましては別な単元でも出るかと思いますけども、パパスランド

の温泉掘削については、新エネルギー活用という事で単元的には現在のところはここに記載をさ

せてもらっているというところでございまして、ハード系の事業という事で１０項目までにつき

まして、素案という形で現在支庁の方に提出をさせてもらっているという事でございます。今後

協議がなされまして、色んな事業について、過疎事業としては適さないという部分につきまして

も、国のガイドラインを道を経て修正、それから追加関係を行って行くという状況になろうかと

思います。また、最終案につきましては、皆様に９月の定例会に上程させて頂いて議決という、

今の全道のスケジュールとなってございます。その中で事前にご提示をする機会を設けると思い

ますので、その節につきましては宜しくお願いしたいと思います。私の方からは以上です。 
 
○総務課長 
 現段階の素案について、担当の主査よりご説明を申し上げました。前段で申し上げた通り、今

回の法律につきましては具体的な形、政治の関係がなかなか見えなくて３月の末にやっと法律の
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６年間の延長が決まり、更に具体的な要綱が都道府県を通して下りて来たのが６月の頭、６月の

末には市町村から具体的な事務的な資料という表現をされてございますが、ほぼそういった素案

的に近いものについて提出をしなさい、６月２３日までに提出をするという事。更に現在７月以

降については、具体的な制度上は北海道と協議という前提にたってございますので、協議資料の

提出が今後７月の末若しくは８月の上旬、そこでの協議を経てその後、それぞれの都道府県知事

からの協議が成り立った段階において、内容について並行しながら議会の提案といった一連にな

っており、本来でありますと１年以上掛けながらやらざるを得ない、そういったものについて、

今そういった一連の流れの中で、今回こういった段階で素案として大括りで財政的な支援を受け

るための現段階において想定される事業を提案させて頂いていると、この様にご理解頂きたいと

思います。また、今回前段で申し上げた通り、ソフト事業の関係で過疎地域の自立促進特別事業

という枠組みが出来ました。この部分についても全く要鋼等の中で具体的には項目立てが例示は

されてございません。過疎地域の振興に視する部分で、大枠で交通体系ですとか、医療の確保で

すとか、そういった方向性の中において、それぞれ市町村独自で考えなさいという形の中で、こ

の内容についての事前的な協議の結果についても、まだまだ具体的に道から提出されていない関

係もございますが、幸い私どもの町につきましては、先程前段で申し上げました５次の総合計画

につきまして、昨年来色々とご協議を申し上げている。その中で色んなご意見を寄せて頂いてい

る、そういったことも一つの参考としながら、ソフト事業についても現在行っている事業や町内

の事業を、事務的に現段階において掌握出来るものについては積極的に織り込んだ中で、今回の

素案を作成させて頂いて提出させて頂いていると、この様にご理解頂きたいと思います。なお、

担当の阿部より申し上げた通り、今事務的な資料の段階における道との調整を行ってございます

が、今後更に正式な協議となってございますので、その辺の状況等についても今後の９月の定例

会前等の常任委員会に具体的な最終的な案の提示をさせて頂きながら、報告・協議をさせて頂い

て、９月の定例会にこの計画について上程をさせて頂きたいとかように考えておりますので、手

続き上の流れ、こういったものを含めて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、過疎地域自立推進計画（案）について説明があった訳ですけども、委員の方何かござい

ましたらお受けしたいと思います。 
 
○議長 
 １点良いですか。 
 
○委員長 
 はい。 
 
○議長 
 過疎地域の自立の関係がちょっと遅くなったということなんですが、総合計画との整合性がね、

問題は９月に議決して、こっちは１２月なんですよ。総合計画を慎重審議している最中ですよ。

こっちがどんどん進んでこっちのペースで総合計画に関連が出て来るわけですよ。同一に近い物

があると思うんですね。中身的に。総合計画でうたっているやつが、当然過疎債でやれるような

計画を立てて、総合計画でうたって無いようなやつをこっちの方でうたっているという問題。そ
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ういう整合性の問題をどの辺で処理をするのか。これはどういう状況になりますか。 
 
○総務課長 
 前段で申し上げた通り、私共町としてはそういった完全な整合性は考えておりましたけども、

政局政治の関係ですね、そういった形の中で法案の成立が３月末になって、さらに具体的な要綱

が国から示されたのが６月の上旬で、道との協議が７月末から８月の上旬。これは全体で決めら

れたスケジュールなので、これは覆しようも無いと。我々としては道に対して、こういった状況

の中、非常に短い期間の中で議会との議決のという中において、非常に不都合ではないかという

意見は申し上げておりますけれども、これは国で決められたことなのでどうしようも無いのでや

って頂きたいと言うお話なので。従いまして、今の村尾議長からのご質問があった事については、

総合計画のスケジュールをかなり前倒ししながら、特に７月については集中的な審議をして頂い

た中において、来月８月上旬については全体計画の素案をほぼまとめて行くといったスピードア

ップさせながら、そこで内容的な整合性、完全な整合性とは行きませんけれども、そこで論議さ

れたものについては、ある一定の織り込みを行っていくという、そういった調整を経た中で提出

をして行く、そういった事でご理解を賜りたいと思います。また、過疎計画そのものについては、

今は基本的には財源手当の部分での過疎債の大枠をこの計画の中に記載することによって、手当

てされるという性格を持ってございますので、当然過疎計画についても追加等の部分において今

後当然、総合計画の中の審議の中において、これはやはりもっと積極的に加えて行くべき必要が

あるのではないか、そういったご意見も賜りまして、非常に強いと認識してございますので、そ

れは過疎計画についても完全にこの１回決めたら全てこの計画通りという形じゃなくして、当然、

従来におきましても、過疎計画変更手続きって様な事も、追加的な事業については行って来てご

ざいますので、そういった場合において柔軟に議会との協議において今後対応して行きたいとか

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。 
 
○議長 
 私が言いたいのはですね、過疎計画が進行して行かなければならないという状況の中で、総合

計画が大分煮詰まって来ているんですが、この過疎計画が総合計画の委員に周知徹底していない

のではないのかという事を言っている訳です。これは、総合計画策定委員にも行政ではこういう

考えも持っているという事を言って、総合計画と整合性を考えてくれと。そうしてもらわなけれ

ば、これはこっちで行政が動いて、こっちはこっちで策定委員会がいるというような事にはなら

ない様な気がするんだけど。それはちょっと、しっかり過疎債の計画は総合計画策定委員会には

議会にも出す必要があると思うけども、策定委員にもこういう考えだって事を説明する必要があ

るという気がするんだけど、その辺どうですか。 
 
○総務課長 
 今回の素案については初めて議会常任委員会に提出させて頂いた段階でございますので、議会

の皆さんのご理解を頂ければ、来週早速策定委員会がございますので、こういった素案的なもの

についての資料を提示させて頂ければ大変ありがたいと、かように考えてございます。 
 
○議長 
 委員会、議会が了解って素案が今出て来ているだけで、これが決定な訳じゃないでしょ。だか
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ら委員会の了解が無ければ出せないって言う事にはならないのではないのか。ここで了解をもら

うって事は、これは決定みたいなものになっちゃうんだけども。それはどうなんですか。 
 
○総務課長 
 ちょっと言葉足らずで申し訳ございませんけれども、素案そのものについては今日初めてご提

示するものでございますから、当然議会の常任委員会に提出する前にですね、総合計画策定委員

会に提出するっていうものではございませんので、今日、こういった形の中で総合計画策定委員

会の方にこの素案を資料として提示するって事について、内容的なものについては素案の資料と

して提示させて頂く事についてご理解を頂きたいと、この様な事ですので、是非ご了解頂きたい

と思います。 
 
○委員長 
 あと、ございませんか。 
 
○藤田委員 
 総合計画の案が出て来る度に同じ事を言っているんだけれども、過疎債も今日阿部君から詳し

く説明して頂いて、よくこの書類を見ているんだけども、その中で一番大事な事をいつも言うん

ですけども、過疎債で５年間の案を作るのは良いんですけども、総事業費は大体我が町には５億

円ぐらいの過疎債が毎年流れて来ているんでしょ。だけど、総事業費はいくら掛かるの５年で。

これを見たら何百億でしょ。２００億くらいの予算。これに、今の総合計画を入れたら毎年４０

０億ぐらいの予算を組んで、過疎債は５年だから２分の１ぐらいの予算なんだけどもね。その１

０ヵ年の予算ってなると４００億くらいにはなる、全部足すと。その辺の総額の予算を総務課長

として説明しながら言ってもらわないと。ただ、これらを金額なしで良いことですね、賛成って

なって、皆さん最後には賛成したんでしょって、またそういう話になるから、その辺をまず皆さ

んに言わないと。過疎の計画でこれだけの案を作って何百億の予算を５ヵ年で使うとか、ちょっ

とその辺あれば聞かせて頂きたい。 
 
○総務課長 
 まずは全体の計画でございますけれども、今言ったように６年間と言う形の中で、総合計画の

中に織り込んで行く実施計画と、今回の過疎計画っていうのがその内の６ヵ年がオーバーラップ

して行く。ただ事業として足し算ではなくして、その中に含まれていると言う風にご理解をまず

頂きたいと思います。過疎計画は過疎計画、総合計画は総合計画を足してっていうんじゃなくて、

その全体の中に前半の５年プラス１年分の６年間があるんですけども、ただ総合計画そのものが

次年度から、過疎計画は既に今年度の事業からとなっていますから、その内の前期５年とオーバ

ーラップして行くという様な、事業費についてはご理解頂きたいと思います。それから今の具体

的な事業費の関係ですが、これは今、事務作業としてこれが想定された場合について具体的な施

策として想定されるもの、今、積み上げ作業を当然やっている最中でございますので、具体的な

資料として今後委員会の中で当然提示をさせて頂きたいと思ってございます。どちらかと言いま

すと過疎計画については、大枠で過疎債の枠を国に対して確保して行くっていう形になりますの

で、どうしてもある程度間口を広げておいて、その中で逆に言えば実施出来なかったものを落と

して行く。そして緊急的に大型事業を足して出てきたものについては、前回同様、計画の変更を
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し、議会に提案し足して行くっていう作業。この両方でやって行く形になってございますので、

その辺も含めてご理解を賜りたいと思います。藤田委員からもお話のあった部分の具体的な事業

費積み上げについても、今原課でこういった形の中において具体的に想定される事業の積み上げ

をやってございますので、次回の委員会の中に具体的にそういった実施計画に向ける事業費等の

総体的な見込み、そういったものについてもご提示させて頂くように準備を進めさせて頂きたい

と存じます。 
 
○藤田委員 
 昔、議員になった頃は、過疎債が出た時は後ろに何千万、何百万と数字が入っていたんです。

そういう総合計画になっていたんだよね。この７、８年はそういう話は一切出てこない。今みた

いな話が優先しているんです。それで今、議員も少なくなったんでね、昔の１８人もいれば、そ

んなやり方もあると思うけど、少なくなって来たんで、ある程度、総額何百億掛かってこの案を

今作っているって。説明はさっき言ったみたいなので良いけども、その予算の方も教えてもらわ

ないと、議員は知らないんだよね。そういう事です。 
 
○総務課長 
 出来る限りそういった具体的な実施計画に並行した部分で今後作業を進めて参りますので、提

示できるものについては提示して行きたいと思います。ただ前段で申し上げた通り、過疎計画そ

のものについては、過疎債、町として想定されるものを大枠で計画の中に織り込むって形になり

ますので、それが即実施という風にはならないという事についてもご理解頂きたいと思います。

それともう一つは、今国の地方財政制度が大きく揺らいできておりますので、現時点において、

やはり大掴みでしかなかなか事業費が想定されないって事もございますので、一般財源等の関係、

更には国からの交付金や、検討されている一括交付金の関係など、全くその辺の部分ではまだ見

え隠れしている部分でございますので、その点についてもご了解頂く中で、今申し上げた通り出

来る限り具体的な事業計画の中で出し得るものは出して行きたいと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。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○藤田委員 
 はい。 
 
○勝又委員 
 １点お伺いしたい部分と言うか、要望したい部分なんですが、過疎地域自立促進計画で、うち

の町自体が過疎の対象となっているんですけど、この町の中でも特に過疎ってなった時に、札弦

や緑地区、その部分についてどの様な形で説明して行くのかっていう部分が、なかなかこの計画

の中には見えない部分があるんですよね。ただ、その他の地域の自立促進に関しては、最後のペ

ージにありますが、ここでは札弦の温泉の事ぐらいしか触れていないけども。実際にその過疎っ

て捉えた時には札弦や緑の現状っていうのはご承知の通りと思うんですけど、それらについてや

っぱりそういう一つの制度を使って、生活とかそういうものが成り立つ様な形。同じ様な生活が
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果たして可能な事なのか、これだけ本町と差が付いてしまった部分については難しい部分なのか

もしれませんが、どこに住もうが同じ様なその一つの住民サービスとかが出来る様な、そういう

計画の形の中で、本来の名目の過疎地域自立計画という一つの使命を果たすとすれば、そういう

様な形の計画組みであって欲しいなと、その様な事をちょっと要望したいと思います。 
 
○総務課長 
 今回の過疎地域自立計画は、どこどこの町内のといった限定的な部分でなくして、町全体とし

ての過疎計画を提出して、そういった財源手当を受ける形になってございますので、先程来お話

に出ております総合計画におきましても、地域振興の具体的な対策をどの様にやって行くのかと

いう方向性、かなり論議しなければならないと思いますので、そういった形を受けながら全体的

な町の施策展開において、当然、町高齢化・少子化などその部分での地域の生活を維持して行く

コミュニティ機能の創出、これは非常に大きく論議されていると思いますので、今後今言った視

点に立って総合計画の中の具体的な基本計画の推進、それを落とし込めた施策の展開、こういっ

た中にしっかりと織り込むような方向で今後進めて参りたいとかように考えてございます。過疎

計画は過疎計画といった国の法律による規制がございますので、個別的な集落の振興計画という

形にはなってございませんので、その点については十分、今言っておられました趣旨を取り入れ

ながら具体的な総合計画、更には個別的な臨時の具体的な事業施策の展開の中で、十分反映して

行くと言う風にご理解頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○勝又委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございませんか。 
 
○委員長 
 無ければ次に移ってよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
 
○委員長 
 それでは③であります、平成２２年度普通交付税算定結果（速報値）についてという事で、説

明お願い致します。 
 
○総務課長 
 地方交付税の普通交付税の算定の関係でございますが、例年７月に算定事務を行ってございま

す。従来ですと網走総合振興局に集まりながら、そこで計算をして算定する訳なんですけれども、

今般、参議院選挙があったという事もございまして、それぞれ市町村に持ち帰って事務作業をや

って、その結果について道の方に提出しながら、先に調整率を確定し、２２年度の普通交付税及
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び臨時財政対策債の発行額、こういったものが固まりましたので、本委員会の中で具体的にご報

告をさせて頂きたいとかように考えてございます。内容については、後程担当の熊谷総括主査よ

りご説明申し上げますけれども、最終的には普通交付税３．６パーセントぐらいの伸びになって

ございまして、新しく色んな制度の改定が毎年行われている訳でございますが、そういった中で

当初国の予算編成で言われたところの過疎地域にある一定の配慮がなされた中で、全般的に網走

支庁管内においても、ほぼ全道の市町村が伸びを見せてございますので、そういった一定の配慮

がなされたと理解してございますが、どちらにしても、ピークと比べますと約８億ぐらい少ない

交付税になってございますので、今後しっかり貴重な一般財源で事業を展開出来る様な施策展開

に努めて参りたいとかように考えてございます。具体的な数字の内容については手元の議案に基

づき、担当の熊谷よりご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年度普通交付税（速報値）についてご説明を致します。普通交

付税を算定するに当りまして、最初に用語の説明から行いたいと思います。まず、基準財政需要

額と言うのがございますが、これは各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、

施設等を維持するための財政事業を一定の方法により、合理的に算定した額でございます。また、

基準財政収入額とございますが、これは各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標

準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額でございます。基準

財政需要額から基準財政収入額を差し引いた財源不足額について普通交付税が交付される仕組み

になってございます。昨年度と比較致しまして、普通交付税の算定方式の主な改正点と致しまし

ては、まず雇用創出や農林漁業の活性化等の地域資源の活用に資する事業の実施に必要な経費の

財源を措置するため、雇用対策地域資源活用臨時特例費が創設されまして、代わりに地域雇用創

出推進費が廃止されてございます。２点目が子ども手当の創設に伴う地方負担額について、社会

福祉費において増額されてございます。３点目ががん検診事業等の高齢者保健福祉費、こちらが

保健衛生費へ移行されてございます。また基準財政需要額においては、子ども手当の創設に伴う

町村負担分を基準財政収入額における地方特例交付金において交付されている事などが上げられ

ます。では、基準財政需要額の本町における増減内訳について、特異的なものをご説明致します

ので資料の５ページをご覧下さい。４ページの表については後程ご説明致します。この表の左側

が科目、その右が平成２２年度の額、平成２１年度の額、そして増減という風になってございま

す。まず表の中段の社会福祉費につきましては、昨年と比較しまして１千４２０万８千円増加し

てございますが、これは先程ご説明した子ども手当が創設された事による増でございます。その

下、保健衛生費が２千９７１万８千円の増、そしてその下の高齢者保健福祉費が１千５９１万６

千円の減となってございますが、これはがん検診等の移行、それと単位費用の増、段階補正係数

の増によるものが理由となってございます。更に表の下から３段目に地域雇用創出推進費がござ

いますが、こちらについては５千８万５千円の減額、更にはその下の雇用対策・地域資源活用臨

時特例費８千７０６万２千円の増につきましては、先程ご説明しました制度の見直しによるもの

でございます。個別算定経費の合計額は昨年と比較しまして６千５３３万６千円の増の、１９億

２千６１６万７千円となってございます。次の６ページをご覧下さい。上の表が公債費に算入さ

れる個別算定経費でございますが、地方債の償還額において償還額の減少により、昨年と比較し

まして合計の額で１千８９４万７千円の減、４億５千９８４万１千円となっています。その下の

包括算定経費につきましては、合計で３千８５３万９千円の増の６億７千８６４万３千円でござ
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います。次の７ページをご覧下さい。基準財政収入額の主な増減につきましては、表の中段より

下にございます地方道路譲与税、こちらが昨年度と比較しまして１千２１６万２千円の減。そし

て、その下地方揮発油譲与税１千１６０万１千円の増となってございますが、これは制度の改正

によるものであります。また、その下から４段目にあります地方特例交付金３１３万５千円の増

につきましては、先程ご説明しました子ども手当の創設に伴う地方負担分が上乗せされている為

でございます。基準財政収入額の合計は昨年と比較しまして１千３８８万７千円減の４億７千５

２７万４千円となってございます。その下の臨時財政対策債需要控除額及び発行可能額につきま

しては、共に昨年と比較しまして３千１９５万円の増の２億４千５５３万３千円となってござい

ます。それでは４ページにお戻り下さい。中段の表の基準財政需要額の合計につきましては、（１）

にあります個別算定経費から（６）の包括算定経費を合計致しまして、更には臨時財政対策債分

需要控除額を減額し、錯誤措置額を加算した表の右側にあるＡと書かれました２８億３千８４３

万７千円となります。その下の表の基準財政収入額の合計につきましては、錯誤措置額を含めた

Ｂと書かれた４億７千９６３万３千円となります。普通交付税の交付基準額でありますＣについ

ては、基準財政需要額の合計Ａから基準財政収入額Ｂを差し引いた２３億５千８８０万４千円と

なります。上表の右側に平成２２年度の調整率０．０００８１９３５４とありますが、この調整

率を基準財政需要額にかけました２３２万６千円を交付基準額の２３億５千８８０万４千円から

差し引きました２３億５千６４７万８千円が今回算定されました普通交付税の決定額となりま

す。昨年と比較致しまして、８千１９８万７千円の増でありまして、伸び率は３．６パーセント

となってございます。参考までにオホーツク総合振興局管内の市を除く町村の調整率をかける前

の平均の伸び率が３．７パーセントとなってございますので、本町は管内平均的な伸び率と言え

るかと思います。以上が平成２２年度普通交付税算定結果の速報値でございます。 
 
○総務課長 
 具体的な内容についてはご説明申し上げましたけれども、昨年より若干伸びているという形で

ございまして、当初予算と比較しますと、普通交付税ベース約１億５千万円強、あと臨時財政対

策債ベースで行きますと３千４００万円程度、両方合わせますと、従来の両方合わせましたベー

スで行きますと１億９千万円というのが今回の算定においては当初予算を上回っている、現実に

おける保有額とご理解頂きたいと思います。以上でございます。 
 
○委員長 
 只今、２２年度普通交付税算定結果についてという事で、説明を申し上げました。委員の方で

何かございましたら、お受けしたいと思いますが。 
 
○議長 
 １億９千万円ばかり増えている訳ですが、その中で固定で支出のあるもの、例えば子ども手当、

保健関係、医療費ですね、それは町で自由に使える訳でなくて、その分が子ども手当をもらった

時に増額になったと。実質、子ども手当とか医療関係で出るのはどの位あるんですか。 
 
○総務課長 
 ちょっと今予算の内訳を持っていませんが、具体的に言いますと交付税そのものについては算

定基準という形でありますので、交付税全体が一般的な一般財源という形ですので、当然当初予
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算においても子ども手当に対する部分での一般財源というのは既に予算計上済みでございますか

ら、今お話で出ました様に全体的な予算の枠と言うのはですね、今言った様な決定額が保有額と

言う形になるという事をご理解頂きたいと思います。ちなみに、児童母子福祉費の子ども手当の

部分で行きますと６千６３０万円が当初計上した額であって、ただこれをそのまま計算されても

非常に細かい率が掛けられた上で、そういったものが盛り込まれている様な形になってますから、

この部分がどの部分だっていう様な形には全体的な算定には出て来ないのが実態で、それについ

ては一般財源的な部分で行くと、制度的なものについて、子ども手当の部分については基本的に

今回の２２年度制度で行きますと従来の児童手当を除いたもの、その部分については全額国で持

ちますよという形になったもので、それを控除した額。これが実質的な町の現段階における負担

になろうかという風に考えてございます。 
 
○委員長 
 よろしいでしょうか。 
 
○議長 
 はい。 
 
○委員長 
 あと他、ございませんでしょうか。 
 
○委員長 
 無ければ次に移らさせて頂きたいのですが。 
 ④番の関係に入りたいのですが、札弦センターの部分、これは総務文教それから産業福祉、パ

パスランドという部分の中で、札弦公共施設整備基本計画っていう中で今まで総務でやっていた

という事なんですが、これについては今日は両方の合同委員会とさせて頂いて、今日から説明を

両方から受けて、次に順調に行けば総務それから産福で取り扱うという事で、朝説明をした訳で

ありますけども、その方法を取ってよろしいでしょうか。 
（「はい」との声あり） 

 
○委員長 
 それでは合同という事で、産業福祉常任委員長は前の方へ。 
 

（午前１１時１０分） 
 


