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第９回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年９月７日（火） 

    開 会     午前   ９時００分 

    閉 会     午前  １０時１５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３号）の概要について 
 ②平成２１年度健全化判断比率及び資金不足比率について 
 ③過疎地域自立促進市町村計画について 
  １）全体事業費積算資料の概要について 
 ④清里町公共施設の暴力排除に関する条例の一部を改正する条例について 
 ●生涯教育課 
 ①江南小学校・新栄小学校の統合について 
 ●清里消防分署 
 ①平成２２年度消防費補正予算について 
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 
 ■総務Ｇ主査      鈴木美穂子    ■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 
 ■清里消防分署長    高橋 俊幸 
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○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 

 おはようございます。第９回総務文教常任委員会の会議を開催させて頂きます。 

 

 
○委員長 
 １、町からの協議・報告事項ということで総務課より４点提出されてございます。それでは、

１点ずつ説明をお願いいたします。 
 
○総務課長 
 おはようございます。９月定例会に先立ちまして、総務課からは４点をご協議・ご報告申し上

げたいと思います。まず①の平成２２年度一般会計補正予算（第３号）の概要でございますが、

お手元の議案２ページをお開き頂きたいと存じます。今回の補正につきましては、歳入歳出にそ

れぞれ１,７９１万４千円を追加しまして、予算の総額を４４億１,５９８万７千円とするものでご

ざいます。補正の内容でございますが、具体的な内容については資料によって担当の総括主査よ

り説明申し上げますが、当初予算で保留しておりました事業の確定や特別会計の前年度繰越金確

定による一般会計繰出金の調整及び次年度以降の事業に係る調査計画経費、更には町民会館竣工

に伴う運営管理経費等の補正を行っているものでございます。総体的な予算概要については、財

政担当の総括主査、町民会館の補正関係につきましては主幹よりそれぞれご説明を申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ総括主査 
 それでは平成２２年度一般会計補正予算（第３号）の概要について説明をいたします。資料の

２ページをご覧下さい。まず歳出の補正額から説明いたします。総務費につきましては、二人の

方からご寄付を頂いております。東大陸上部ＯＢの大阪府の片山芳明さん、それと羽衣３９番地

長屋恵さんのお二方で、合計１０万５千円となってございます。こちらは基金に積立てをいたし

ます。また、国税の確定申告のデータを電子データで受領しまして、町の税賦課システム連動し

た運用のために必要なシステムの整備・導入に２９１万６千円、総務費合計で３０２万１千円を

補正して参ります。民生費につきましては、１７７万１千円の補正でございますが、これは障害

者自立支援費の平成２１年度国庫補助金や負担金等の精算によります過年度返納金でございま

す。衛生費の２７３万９千円の減額補正につきましては、農業集落排水事業特別会計におきます

繰越金の精算に伴う繰出金の減額調整でございます。農林水産業費につきましては、道の農地制

度円滑化事業を活用いたしまして、農地台帳システム改修に１０５万円の補正、また同じ補助事

業を活用しまして清里町担い手育成総合支援協議会に対する農地情報共有化事業補助に１６１万

５千円。また、道営整備事業につきましては、現在実施しております地区の事業量追加による補
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正並びに新規地区の採択に向けた調査費用として合計で４２４万７千円の補正。また、現在建設

をしております清里地域資源活用交流促進施設、通称町民会館でございますが、こちらの供用開

始に伴う燃料費や光熱水費など施設維持管理経費として１５８万９千円の補正、農林水産業費合

計で８５０万１千円を補正して参ります。土木費につきましては、平成２３年度以降、国の交付

金事業を活用し道路整備をする予定の２路線の用地測量業務に２７９万３千円、またひまわり団

地公営住宅のオール電化対応への実施設計変更業務に２２０万５千円、合計で４９９万８千円を

補正して参ります。消防費につきましては、退職手当組合負担金の精算による増額補正等により

まして、本部費負担金と清里分署費負担金の差額２３６万２千円を補正して参ります。歳出の合

計、現計予算額４３億９,８０７万３千円に対しまして補正額１,７９１万４千円、補正後予算額４

４億１,５９８万７千円とするものでございます。続きまして歳入をご説明いたします。地方交付

税につきましては、後程ご説明いたします。まず、分担金及び負担金でございますが、こちらは

道営整備事業の充当財源といたしまして、きよさと地区道営畑地帯総合整備事業分担金１２万円、

また清里地区道営畑地帯総合整備事業計画樹立分担金２４５万円、合計２５７万円の補正となり

ます。使用料及び手数料につきましては、清里地域資源活用交流促進施設使用料、町民会館の使

用料でございますが３０万円を計上してございます。道支出金につきましては、歳出でご説明い

たしまして農地制度円滑化事業を補助金として２６６万４千円としてございます。諸収入につき

ましては、道営整備事業に充当しております持続的農業・農村づくり促進特別対策事業推進交付

金９万５千円を計上、また寄付金につきましては先程ご説明いたしました寄附金といたしまして、

総務管理費寄付金に１０万円、ふるさと寄付金５千円の合計１０万５千円を計上してございます。

今、申し上げました特定財源と歳出との差額１,２１８万円につきましては、一般財源である普通

交付税を補正して参りたいと存じます。歳入の合計、現計予算額４３億９,８０７万３千円に対し

まして補正額１,７９１万４千円、補正後の予算額が４４億１,５９８万７千円にするものでござい

ます。以上が平成２２年度一般会計補正予算（第３号）の概要でございます。続きまして３ペー

ジをご覧下さい。Ａ４の横の表でございますが、こちらは今ご説明いたしました補正予算の主な

事業の概要を記載してございます。括弧内は補正後の全体事業でございますが、補正額でご説明

したいと思います。２款総務費・２項総務管理費・１６目行政情報システム管理費・国税連携サ

ービス導入事業については、国税の確定申告を電子データとして受領し、町税賦課システムと連

動した運用を行うため、必要となるシステムの整備・導入でありまして、委託料が合計で２６５

万７千円、またパソコン購入経費といたしまして２５万９千円、合計で２９１万６千円を補正す

るものでございます。財源の内訳は、補正額と同額一般財源でありまして、所管は町民課となっ

てございます。５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費及び２目農業振興費・農地情

報共有化事業につきましては、農地法の改正に伴う、既存に導入しております農地台帳システム

の改修、それと清里町担い手育成総合支援協議会との情報共有化を図るための事業でございます。

農業委員会に計上する分がシステム改修の１０５万円でございまして、財源内訳は同額道支出金

でございます。また農業振興費に計上する部分が事業補助分１６１万５千円でありまして、財源

内訳は道支出金に１６１万４千円、一般財源が１千円となってございます。所管は農業委員会と

産業課でございます。５目道営整備事業費・道営整備事業につきましては、新規地区採択に向け

て計画を行う調査、また現在実施しております地区の事業量確定に伴う追加事業、客土０．５ヘ

クタール、心土破砕２５．６ヘクタールの事業費といたしまして４２４万７千円を計上するもの

でございます。財源内訳のその他２６６万５千円につきましては、分担金及び負担金が２５７万

円、残り９万５千円が諸収入となってございます。また、一般財源が１５８万２千円となってご
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ざいます。所管は産業課でございます。以上が平成２２年度一般会計補正予算（第３号）の概要

の説明でございます。その他所管の補正の概要につきましては、担当主幹よりご説明いたします。 
 
○総務Ｇ主幹 
 それでは引き続き総務課所管の補正予算概要についてご説明させて頂きます。４ページでござ

います。これにつきましては、１０月完成予定の町民会館の運営経費について補正をさせて頂く

ものでございます。科目につきましては、農林水産業費・農業費・清里地域資源活用交流促進施

設費、事業名といたしまして、清里地域資源活用交流促進施設運営事業でございます。内容につ

きましては、運営経費といたしまして、需要費は燃料費、光熱水費、印刷製本費ということで１

０月完成後来年３月までの分を計上してございまして、合計いたしまして１３８万４千円。役務

費につきましては、通信運搬費。公衆電話を設置いたしますのでそちらに掛かる電話料でござい

ます。こちらが３万円。委託料につきましては、エレベーター保守点検委託料、こちらは３ヶ月

間の無料点検期間がございますので、残りの３ヶ月分を計上してございまして合わせて１５万５

千円。使用料及び賃借料につきましては、設置いたしますテレビ受信料で２万円です。以上を合

わせまして合計金額１５８万９千円となります。なお、財源内訳のその他につきましては、使用

料の３０万円を計上しております。残りは一般財源です。以上、説明を終わらせて頂きます。 
 
○委員長 
 それでは平成２２年度一般会計補正予算（第３号）概要についてということで説明がございま

した。委員の方、何かございませんでしょうか。 
 
○加藤委員 
 総務課の今の説明されていた、需要費の中の印刷製本費というのがあるのですが、どういうも

のに使うものなのか。 
 
○総務課長 
 新しく出来ます町民会館の住民周知等のパンフレットの作成を今回の補正の中で２０万円補正

させて頂いているものでございます。 
 
○委員長 
 その他、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①番終わらさせて頂きます。続いて②番について説明お願いいたします。 
 
○総務課長 
 本件につきましては、地方公共団体の財政健全化に関する法律、第３条第１項及び第２２条第

１項の規定によって監査委員の意見を付して議会に報告する、そういった仕組みになってござい

まして、平成１９年度の部分から議会に報告、更には２０年度決算から完全に法律が施行という

形になって、こういう経過がございます。今般２１年度の決算につきまして、それぞれ健全化判
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断比率及び資金不足比率がまとまりましたので、９月定例会に報告するにあたり今般常任委員会

に報告をさせて頂きたいと考えてございます。内容につきましては、担当の総括主査よりご説明

を申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ総括主査 
 平成２１年度健全化判断比率及び資金不足比率について説明をいたします。資料の５ページを

ご覧下さい。平成１９年度の決算より必要となりました健全化判断比率並びに資金不足比率につ

いてでございますが、こちら９月６日に監査委員さんの審査が終了しまして適正に書類が作成さ

れている旨の意見書を頂いている状況でございます。健全化判断比率は４つの指標により地方公

共団体の財政状況を判断するものでございます。まず実質赤字比率でございますが、これは一般

会計等の実質赤字額を標準財政規模で割った比率を指しておりまして、清里町におきましては、

表の中に数字が記載されておりませんが、これは歳入から歳出を差し引いた額、こちらがプラス

であるために赤字額が生じてないことによるものでございます。なお、表の下にありますように、

黄色信号であります早期健全化基準は１５％以上、また赤信号であります財政再生基準は２０％

以上となってございます。続きまして、連結実質赤字比率でございますが、これは一般会計等か

ら特別会計まで合算しました連結の実質赤字額を標準財政規模で割った比率でございます。一般

会計から特別会計まで合算した赤字額、こちらは生じてございませんので、これも表の中に数字

は記載されておりません。また、早期健全化基準は２０％以上、財政再生基準は４０％以上とな

ってございます。続きまして実質公債費比率でございますが、こちらにつきましては、平成１８

年度に地方債制度が許可制度から協議制度に移行したことに伴い導入された財政手法でございま

す。こちらは公債費による財政負担の程度がどの程度なのかを表す手法でありまして、例えば起

債制限比率では反映されていない簡易水道だとか、農集排の公営事業会計の公債費、こちらも含

んでおりますので、町全体の公債費がこちらに含まれております。その公債費による財政負担割

合を表しております。表にありますように、本町は１５．１％となっておりまして、平成２０年

度と比較いたしまして０．７ポイント上昇してございます。なお、この数値につきましては３年

間の平均数値を取っておりまして、単年度で比較した場合、平成２０年度は１５．６％、平成２

１年度は１３．９％と低くなってございます。次に将来負担比率につきましては、こちら簡単に

申し上げますと地方債残高が積立金などの基金残高を控除して、準債務残高を標準財政規模で割

った数を表しております。表にありますように、本町の将来負担比率は６７．８％でありまして、

平成２０年度と比較しまして、２６．２ポイント減少してございます。こちらは地方債の償還ピ

ークが過ぎたこと、また国営の繰上償還が終了したことによる要因が大きなものとなってござい

ます。なお、早期健全化基準は３５０％以上となっております。続きまして、資金不足比率につ

いてでございますが、これは公営企業会計におきます、資金の不足額を事業の規模で割った数字

となっております。本町における公営企業会計は簡易水道事業特別会計と農業集落排水事業が該

当いたしますが、歳入から歳出を引いた額については黒字でございまして、資金不足は生じてい

ない状況にございます。そのため中段の表にございますように、資金不足比率については数値が

記入されてございません。参考までに資金不足比率が２０％を超えると経営健全化基準を超える

ことになりまして、経営健全化計画を策定しなければならなくなるということになってございま

す。今ご説明したように、本町においては健全化を判断するために４つの指標、それと公営企業

会計の健全化を判断するための資金不足比率については、それぞれ基準以内の比率となっており

まして、早期健全化計画や経営健全化計画を作成する必要が無いということになります。なお、
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健全化判断比率のいずれか一つでも早期健全化基準以上になってしまうと、早期健全化基準段階

に陥りまして、議会の議決が必要となる財政健全化計画を策定し、外部からの監査の要求が義務

付けられます。また、実施状況を毎年議会に報告し、公表し早期健全化が著しく困難と認める場

合は道知事からの必要な勧告が行われるということになります。また、健全化判断比率のいずれ

かが財政基準以上の場合は財政再生団体となり、こちらも議会の議決が必要となる財政再生計画

を策定することとなりまして、こちらも同じように外部監査要求が義務付けられます。また実施

状況の報告、公表に加え、財政再生計画を今度は総務大臣に協議することになりまして、起債を

発行する場合も総務大臣の同意が必要となります。財政運営が計画に執行しないと認められる場

合は予算の変更等の勧告もされることになります。今ご説明したように本町は健全化ということ

で、こちらの該当はございません。以上が平成２１年度健全化判断基準比率及び資金不足比率で

ございます。 
 
○総務課長 
 只今の詳細については担当総括主査より説明を申し上げましたが、２０年度の健全化判断比率

等々は改善の方向になっていて、安定的な財政を堅持したというふうに事務当局では考えており

ます。特に３つの大きな要素がございまして、１つは三位一体改革の中で地方交付税全体が削減

された中、ここ３年程度臨時財政対策債を含め一般財源と成り得る地方交付税が約２５億程度と

いう形で安定して来たということが大きな一つの要素。２つ目が先程、総括主査より申し上げま

した通り、起債の償還、こういったものが何とかピーク時を過ぎて、段階的に下がって行くそう

いった時期に今年度から２１年度決算から入って来ているといった状況。そして、３つ目が債務

負担等の中において、国営畑総の２５億の町負担、こういったものが昨年度や一昨年度の２ヵ年

で繰上償還が終わった。そういったものが数字的なものに反映されてございますが、ただ、ご存

知の通り国の財政状況も非常に厳しい環境にございますので、そういった地方財政全般の厳しい

環境を変えながら今後ともしっかり健全財政に出来るような、そういった方向の中でしっかりと

打ち込みたいと、かように考えてございますのでご理解頂きたいと存じます。 
 
○委員長 
 只今、説明を受けました平成２１年度健全化判断比率及び資金不足比率ということで説明がご

ざいました。委員の方、何かございましたら受けたいと思いますが。 
 
○中西委員 
 今の説明では、実質赤字比率だとか出て来ていないとか、資金不足も出て来ていないとかとい

う説明ですが、今は出て来ていないけれども、すぐそこまで来ているのか、どの位の余裕がある

のかっていうのが見えないので、その辺はどうなんですか。今は出て来ていないから良いんだな

と安心する部分もあると思うんですね。だけども、どの辺まで来ているのかって言うのも知って

おく必要があると思うんですよね。資金不足だとかになると自分達では全然出来なくなる訳だか

ら、今の現状としてそのラインがどの程度まで来ているのかっていうのは分かりますか。 
 
○総務課長 
 先程、５ページの表の中で示した通り、国が示している一つの基準というのがイエローカード

と言われている実質赤字比率で１５％、連結で２０％、実質公債比率で２５％、将来負担比率３
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５０％、またレッドカードと言って今回で言いますと夕張市とかが適用になっていますけれども、

それが実質２０％だとかそのような数字になってございますが、見て頂いた通り、かなり離れた

数値になっていますので、かなり長期的な部分を考えたとしても当町がそういった状態に陥るこ

とはあり得ないというふうに、財政担当としては考えてございます。ただ、国自体の全体的な地

方財政に対する形っていうものが色々と変わって参りますので、当然、年度年度、中長期的な計

画の中において、更に住民福祉をきちっと支える中において、そういった健全財政を維持出来る

ような財政運営を、議会とも十分協議しながらその方針に沿った全体経営を行うというのが一つ

の肝要になってくる。そのためには一般論としては、適正な財政をしっかりと求めて行くという

形、それと事務的な行財政改革、こういったものを住民共同参加、共生型のような形をしっかり

と構築して行く、そういった取組みを永続的に行った中において、計上経費のコントロールをき

ちっと行っていくと、こういった財政運営、それから人材運営の姿勢を崩さないことが基本にな

ろうかと、このように考えてございます。現在における数字については、そういった心配は現段

階においては無いと。ただ、前提条件としては先程述べた条件が一つの大きな条件となることを

ご理解賜りたいと思います。 
 
○中西委員 
 これから将来的に一般財源をしっかりとしたっていうのが、それが不安定だと思うんですよね。

今の財政の状況は確かに分かりますが、借金も無くなって来ていると思うけども、基金も無くな

って来ていると思う。借金は減らしたって先程説明があったけども、それで基金も減って来るで

しょうし。これから財源をどうするかってこともあるんだけども、自主財源っていうのも期待出

来るものではない。あとは国とか道とかの財源に頼るところはあるというその不安定要素がある

かと思うんですよね。しっかりした財源は、見通しが不安定だから大変だと思うんですよね。そ

の辺は何かあるんですか。これからの財源の見通しっていうのは。 
 
○総務課長 
 財源そのものについては、一般的な実質財源につきましては、当町の場合は一般会計で申しま

すと、税収入が４億前後で推移している。今回の表で示している通り、標準財政規模が３０億円

前後に留めている。そういった中で、特別的に大型の投資事業を除いた一般投資事業は平均で大

体４０億から４０数億の範ちゅうで一般会計については予算編成がされている。そういった状況

を見ると、今申し上げた前段の部分の財政規模が基本になっているものでございます。起債につ

きましては、一般会計におきましては、今般の２１年度の決算の中でも監査委員さんの意見を附

して報告をさせて頂くといった形になってございますが、ピークを過ぎて８０億円の後半台にな

っている。今、中西委員の方から基金の関係の話がございましたけれども、基金は増えてござい

ます。畑総の繰上償還の中で、約１５億円の基金の繰入れをした上において、ここ１０年、ピー

クの時から比べますと、今現在２１年度決算でも２８億円台という形の中で、１５億円の繰上償

還を行った上で、全体的にここ５年間程度は基金の積み増しを行っているという状況でございま

すが、前段、委員からお話があった通り、国における地方財政に対する支援制度や、あり方とい

うのがまだまだ不安定な部分がございますので、そういった状況を踏まえながら、前段で申し上

げたしっかりとした財政と言うのを今後とも協議して、こういうことが非常に肝要になって来る

と、このように考えてございます。 
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○委員長 
 宜しいですか。 
 
○中西委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
 
○委員長 
 無ければ次に移らさせて頂きます。③番お願いします。 
 
○総務課長 
 ３点目の過疎計画の関係についてご説明申し上げたいと思います。既に、数回に渡り常任委員

会の方については中間的な報告をさせて頂いておりますが、過疎地域自立促進特別措置法に基づ

いて、これについては昭和４６年に議員立法という形の中で条件不利地域となります過疎地域の

振興を目的として、１０年毎の時限立法という形の中で制度運用されているものでございますが、

今般については先に何回かご説明した通り、新たな法律の制定ではなくして、期間の延長という

形の中で法律が運用されることになりました。そういった形の中から、法律改正に伴う附議附帯

議決として、３年後の抜本見直しといったものも織込まれている訳でございますが、今般、既に

ご報告しているように、北海道知事との事前協議を了する中、最終的な原案が固まりましたので、

今般、９月の定例会の中で提案をさせて頂きたいとかように考えてございます。それと併せまし

て、前回の常任委員会におきまして、具体的な事務資料となります事業費、そういった大まかな

ものについて、年次も含めて提示をして欲しいと、そういった資料提供の要求がありましたので、

併せて今般、担当者よりご説明申し上げたいと考えてございます。なお、再度ご説明申し上げま

すけども、資金計画等についてはあくまでも事務的な根拠となってございまして、国において今

後、地方財政計画を作る上での地方債の発行の総体見通しを国として求めている形でございます

ので、あくまで議会で議決頂くのは総体的な計画のそれぞれの概要と言いますか、柱になる施策、

柱となる部分の事業でございますので、資金計画そのものを議決頂くといった性格では無いとい

うことを是非ご理解を賜りたいと思います。担当の主査よりご説明を申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ主査 
 過疎地域自立促進市町村計画について、ご説明申し上げます。本件につきましては、３回に渡

りまして集約経過及び概算事業計画につきまして当委員会において説明を行っている経過がござ

います。当過疎計画の目的は議案６ページをご覧頂きたいと思います。概要ということで載せて

ございます。目的としましては「人口減による生産機能や生活環境の整備・維持が他の地域と比

較して低位にある地域において、地域の自立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格

差の是正を行い、美しく、安心・安全を享受できる、ふるさとの形成を求める対策を総合的、計

画的に実施するため策定を行うものであります。」と記載がありまして、根拠となりますのは、

過疎地域自立促進特別措置法第６条の規定に基づいて、北海道への協議を経た上で、市町村議会
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の議決を得るものであります。今回、８月３０日付けで北海道との協議が異議無く終了したこと

を受けまして、別冊により市町村計画書としてご審議を頂き、来たる９月定例町議会での手続き

を進めて行きたいと考えております。計画期間においては、平成２２年４月１日から平成２８年

３月３１日までの６年間であり、計画書の構成内容は６ページ中段に記載の３にあります通り、

（１）基本的な事項、５項目程がございます。（２）産業振興から（１０）のその他地域の自立

促進関し必要な事項の５項目で構成されてございます。（１）は清里町の概要及び昭和４６年過

疎地域指定から現在までの取り組み、そして本計画での今後の取り組みの基幹的方針を記載し、

（２）から（１０）までの９点におきましては、法律区分に基づく過疎地域における対策事業を

掲載しております。別冊の計画書の方をご覧頂きたいと思います。別冊の計画書の１ページをご

覧ください。１ページから６ページまでは統計資料を用いながら清里町の地理的・歴史的概要か

ら財政状況、過疎地域指定による地域での取り組みを掲載してございます。６ページ中段からは

これから６年間の取組姿勢の概要について記載しています。また、その方針にあっては現在策定

中の第５次総合計画のまちづくりの内容を踏まえてのものを記載してございます。続きまして８

ページからは各区分ごとの計画の記載をさせてもらっています。各項目の現況と課題、それに対

する対策、その対策に基づきます事業計画の３つで構成されています。区分ごとのその対策の大

まかな概要については、議案の方に戻って頂いて、７ページから８ページの部分が産業振興から

その他地域の自立促進に関する必要な事項までの項目についての内容を載せておりますので、後

ほどご覧ください。次にまた別冊に戻って頂いて１２ページになりますが、産業の振興での計画

の部分、（３）計画と記載させて頂きまして、産業振興における事業計画におきましては、項目

ごとによりまして、基盤整備事業で国営造成土地改良事業ほか５件、経営近代化施設で１件、地

場産業の振興で１件、１３ページに移りまして、観光又はレクリェーションで５件、今回の制度

より過疎対策事業債をソフト事業に活用できるようになってございまして、その名称が過疎地域

自立促進特別事業という名称になっておりまして、こちらについては５件の計画を掲載しており

ます。次に１７ページをお開き下さい。こちらは交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の

促進についての事業計画でございます。市町村道において１１件、橋梁補修で１件、１８ページ

に移りまして、農道で 2 件、電気通信施設等情報化施設で２件、道路整備機械等で１件、地域間

交流で２件、過疎地域自立促進特別事業、ソフト事業で７件の事業計画をしております。次に２

２ページをお開き下さい。生活環境の整備については、水道施設で１件、下水処理施設で２件、

廃棄物処理施設で１件、消防施設で２件、公営住宅で２件、過疎地域自立促進特別事業で２件、

その他の事業で１件で事業計画を掲載してございます。次に２４ページをお開き下さい。こちら

は高齢者等の保健福祉の向上及び増進についてですが、高齢者福祉施設で１件、介護老人保健施

設で１件、児童福祉施設で１件、過疎地域自立促進特別事業で３件という形の事業計画を載せて

ございます。次に２５ページは医療の確保では、診療施設で２件、過疎地域自立促進特別事業で

４件を計画しております。次に２７ページをお開きください。教育の振興では、学校教育関連施

設で６件、集会・体育施設で４件、過疎地域自立促進特別事業で６件の記載をしてございます。

次に２９ページに移りまして、地域文化の振興等ですが、過疎地域自立促進事業として１件を記

載しております。３０ページをお開き下さい。集落の整備では、地域活動推進事業交付金を過疎

債財源とするため１件事業を掲載しております。３１ページでは、その他地域の自立促進に必要

な事業として、将来に向かいましてパパスランドの温泉ボーリング事業という形の新エネルギー

の活用という部分で温泉掘削事業を掲載しております。議案の方に戻って頂き、９ページをご覧

下さい。９ページから１１ページの部分が各区分の主な事業６ヶ年の概算事業費について計上さ
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せてもらったものであります。６年間の総体額では１０５億円ほどの積算になっております。ま

た、今回の法律改正より過疎対策事業債の対応が可能となりましたソフト事業、先程から申し上

げておりますが疎地域自立促進特別事業においては、従来より実施している既存の事業の財源確

保を含めた掲載を行っているところでございます。また現在進行しております事業関係について

の積み上げを行っているということから、事業総額については増加という形に見受けられるとこ

ろがありますけれども、各事業につきましては、先程総務課長の方からも説明がありましたが、

各事業の個々の財源内訳、いわゆる清里町が実質的に負担する額につきましては、各事業が確定

する実施前の予算審議過程においてお示しをさせて頂くということになろうかと思います。また

その後当然ながら議会における予算議決を頂いた後、執行するという形になってございます。健

全財政を堅持する上でも、こういった予算関係をご審議頂いた上で本計画書の活用を進めること

のできます過疎対策事業債、併せてそれに伴います交付金や補助金関係などの財源確保について、

ご理解とご協力を頂いた上で本計画についてご審議を宜しくお願いいたします。以上です。 

 

○委員長 
 只今、説明がありました清里町過疎地域自立促進市町村計画の概要ということで、説明をされ

たところでございます。委員の方、何かございませんでしょうか。 
 
○加藤委員 
 基本的にはこの形で取り進めてもらって問題無いと理解する訳ですが、問題は今説明されてい

る通り、事業ごとあるいは内容等についてこれから検討していく、あるいは第５次との整合性を

取っていくというような形。例えば例を挙げると、生活環境整備の中の公住の整備が入っていて、

これは公営住宅の整備計画の中でも取り進める項目になっている訳ですが、果たして今まで通り、

例えば２階建のコンクリートというそういう形の住宅体制をしていくのか、同じ事業をするんで

もそういう細分化の検討、これは具体的に予算化されている訳ですが、総合計画と過疎計画との

整合性の変更だとか、そういうことや色んなことが出て来るかと思います。その辺についての捉

え方や考え方についてだけお伺いしておきたいと思います。 
 
○総務課長 
 前段の担当主査でお話した通り、地方自治体の予算というのは単年度主義となっておりまして、

そういったあくまでもこれは、資金手当の部分を担保する部分での計画になってございますので、

年度ごとの予算審議を通じで内容を提示していく。更には個別的な、今の加藤委員からもお話が

ありました公営住宅のストック計画等の見直し、個別計画の見直し等もしっかりと議会と協議を

した上で、予算というものが執行されていくといった仕組みになっておりますので、個別的事業

の今後の進め方については、十分ご協議、ご検討をお願いした中で執行していくとご理解頂きた

いと存じます。 
 
○委員長 
 宜しいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
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○委員長 
 他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 
 
○委員長 
 無ければ次に移りたいと思います。④番説明をお願いします。 
 
○総務課長 
 ４点目でございますが、清里町公共施設の暴力排除に関する条例の一部を改正する条例でござ

いますが、本件につきましては、平成８年に公共施設の暴力団使用、こういったものの排除とい

った形で、全道的または管内的に条例の整備をさせて頂いたものでございますが、今般新たに２

つの施設が交付金事業によって建設されたという流れ、更に過去において条例施設名称の変更が

ありましたが、細かい改正をしなかったものや、廃止したものが何件かございますので、新しい

施設の建設に併せまして、総体的な公共施設の条文の整備、こういったものを９月定例会に提案

させて頂きたいとかように考えてございます。具体的な条例改正の内容につきましては、担当主

査より説明を申し上げます。 
 
○総務Ｇ主査 
 それでは１２ページの新旧対照表でご説明いたします。本件は、清里町の公共施設の利用に関

し、暴力団及び暴力団員等の利用を制限する施設の条例名を整理する改正でございます。改正前

の第２号、７号、８号、１０号は条例名の変更によるもので、改正後の第２号、１０号、１２号

に改正いたします。改正前第３号は条例の廃止に伴い削除いたします。改正後条例の第３号、４

号、１３号、１４号は既存の施設条例を追加いたします。改正後条例の第５号は町民会館、同じ

く第９号は緑清荘の増築部分の施設条例の制定に伴う追加となります。号数のみのアンダーライ

ンは号の繰下げによるものでございます。附則は施行期日を定めております。なお、改正後の第

５号及び第９号は１３日の定例議会で提案をさせて頂く予定の条例でありますが、本日、包括し

て説明をさせて頂きましたことを、宜しくご了承頂きたいと思います。以上、説明を終わります。 
 
○委員長 
 只今の条例の一部を改正する条例ということで説明がございました。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 
 無ければ総務課全て終わりますが、何かその他でありませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
 
○委員長 
 無ければ終わらせて頂きます。どうもご苦労様でした。 
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○委員長 
 それでは早速ですけども、町からの協議・報告事項ということで生涯教育課、１点について説

明をお願いいたします。 
 
○生涯教育課長 
 江南小学校、新栄小学校の統合についてご説明申し上げます。１３ページになります。江南小

学校、新栄小学校共に各地域のＰＴＡと協議を行い、了承を頂いた上で統合することに決定され

ているものでございます。これに基づきまして、教育委員会といたしましては閉校に向けた事務

を進めているところでございますが、学校を設置している町が主催者となって挙行しなければな

らない記念式典の日程について決まりましたのでお知らせいたします。１番の閉校式典の開催に

ついてでございますが、江南小学校につきましては、平成２３年２月１１日祝日でございます。

午前１０時から江南小学校の体育館で挙行します。また、新栄小学校につきましては、２３年２

月１２日土曜日でございます。午前１０時から新栄小学校体育館で挙行することを予定しており

ます。この閉校式典等に伴いまして、議会に提案しなければならない案件がございますので、そ

の案件については１２月提案を予定しております。１点目は清里町立学校設置条例の改正でござ

います。江南小学校と新栄小学校を学校設置条例から廃止するものでございます。②番といたし

ましては、閉校式典を開催するにあたって掛かる費用並びに各学校にございます備品等を清里小

学校に引越しする費用などについての補正予算を１２月定例議会に提案して参りたいと考えてご

ざいますので、江南小学校、新栄小学校統合に伴います事項についてのお知らせでございます。

以上です。 
 
○委員長 
 只今、江南小学校、新栄小学校の統合についてということで説明がございました。何かござい

ませんでしょうか。 
 
○田中委員 
 閉校式典になかなか遭遇する機会がないのですけども、そこをちょっと参考までに聞きたいの

ですが、この閉校式典の内容はここにも補正予算で式典に掛かる費用として出ている訳ですけど

も、大まかで宜しいですけども、どういう内容で式典をされるのか。結構費用の掛かるものなん

でしょうか。 
 
○生涯教育課長 
 式典の費用につきましては、１２月議会に向けて只今積算をしているところでございますので、

あくまでも概算ということで説明したいと思います。１点目は、式典に係る案内者に対する通信

費、切手代等が掛かります。更に閉校式典に伴いますしおりですね。しおりの作成費に若干の経

費が掛かるというふうに考えられます。併せまして式典とは変わりますが、引越しについては学

校の終業式が３月２５日ぐらいになりますので、引越しはその後の日にちから、翌年度の入学式

が始まるまでの間に引越しをするということになりますと、学校内の全てを引越しすることは出

来ませんので、規定に基づく卒業者名簿とかのどうしても運ばなければならない重要書類、併せ

て子供さん達の机、椅子、それから昨年来に補助事業で入れたテレビやパソコン等の重要機器等

を運ぶということで考えておりまして、閉校式典の費用並び引越費用で１００万円弱の金額にな
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るのではなかろうかというふうに思っているところでございます。以上です。 
 
○委員長 
 宜しいですか。 
 
○田中委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございませんでしょうか。 
 
○藤田委員 
 記念誌は作らないんですか。 
 
○生涯教育課長 
 各学校の記念誌は、各地域の協賛会が主体として作ってございます。それで記念誌を作成する

経費の２分の１相当ということで、６月の議会で江南小学校については６０万円、新栄小学校に

ついては１００万円の補助を議会に承認して頂いているところでございます。以上です。 
 
○藤田委員 
 前にも聞いたと思うんだけども、閉校するのは良いんだけども、閉校するに当たって道から何

か指導はあるのか。敷地をきれいにするとかしないとか。またそういう予算は助成金が出るとか。

そういう事業は何かあるのか。 
 
○生涯教育課長 
 閉校に伴う補助事業等はありません。但し、人口の減に伴いまして本来は学校とか職員住宅な

どで補助金を使って建てているものについては、補助期限が過ぎなければ本来賃貸したりするこ

とは出来ません。本来は返還です。閉校に伴う場合については、それらについての緩和措置が認

められておりますので、うちの町の場合は今のところ返還など伴わないで閉校出来るものではな

いかと思っております。但し、第三者に売却した場合は補助金の返還が伴うと思いますが、今の

ところそういう考えはありませんので、補助金の返還等は伴わないと考えております。以上です。 
 
○田中委員 
 折角なので聞きたいと思いますが、閉校後の処分とか活用とかその辺については多少考えがあ

るのか、話し合われているのか。 
 
○生涯教育課長 
 まだ最終結論は出てございませんが、清里町は総合計画においても花とみどりの美しい町をつ

くるということで町づくりをしておりますので、近隣町村で見られるような、閉校した学校が屋

根が飛ぶような状態で板を張っているとか、窓に板を張るとか、グラウンドが草だらけだとかと

いう環境にはならないような活用をして行かなければならないというふうに考えてございます。
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そのような中で、新栄小学校については現状でございますが、校舎については耐震度が足りない

という結果が出ている施設でございますので、これについては早急に取壊しをする必要があると

考えてございます。それから現状として新栄小学校には２棟３戸の職員住宅が平成になってから

建てられている物がありますので、それらについては活用方法も考えられるのかなと思っており

ます。次に江南小学校でございます。江南小学校の職員住宅につきましても、平成になってから

建てた物が２棟２戸ございますので、これらについては活用の余地があるというような考え方を

持っております。学校については今のところ地域の方と検討するような状況で結論は出ておりま

せん。以上です。 
 
○田中委員 
 今の新栄小学校の耐震の基準を満たしてないということで取壊しということなんですけども、

これらについても地域の活性化ということで、学校が無くなると非常に地域もさびれて行く訳で、

そこで地域の方々が活用を出来る、耐震に満たなくても、他の町村でも色々そういう利用されて

いる地域がある訳なんで、そこら辺も地域の住民、地域の活性化ってこともやっぱり十分に考え

て、地域との話し合いを進めて欲しい。壊せるのはいつでも壊せるのですから。そういうことを

一つお願いしたいと思います。 
 
○委員長 
 他にございませんでしょうか。 
 
○勝又委員 
 閉校になった後の論議になるかと思うのだけども、登校手段はどうなるのか。実際に何も無け

れば家族の者が送り迎えをするのだろうけど、将来的にずっとそういうことでやって行く考え方

なのかどうなのかっていう部分をお聞きしたい。 
 
○生涯教育課長 
 江南小学校それから新栄小学校共に、保護者会の方々と数回に渡り協議・検討して来てござい

ます。その中で、保護者の方々の一番のこの統合に対する課題として挙がって来ているのが通学

手段でございます。通学がどういうふうになるんだろうということが一番の課題として挙がって

来ております。その中で教育委員会といたしましては、今後数年間の子供さんの動向などを色々

把握する中で、また今清里小学校に通っている子どもさんの地域的な状況とも勘案する時に、全

くスクールバスも何も無い地域から今、３．５キロから４キロから通っている子どもさんが十数

名おりますので、その子どもさん達のことも含めて考えると、その子どもさん達には町の規定に

基づく遠距離通学費補助金というのを支給して、保護者の協力の下で通学しているのが十数名い

ますので、江南、新栄につきましても町の要綱等に基づく遠距離通学費補助金を全額支給する中

で基本的には保護者の責任の下で登校して頂ければというふうに思っております。但し、現在走

っております中学校のスクールバスの部分は登校には十分使えます。それから帰りの便も３時半

くらいに帰るバスがありまして、これは授業が終わってすぐということにはなりませんが、小学

校の高学年になりますと、少年団とか塾等を習う方もおりますし、今、午後保育のなかよしクラ

ブを利用されている方もおりますので、遠距離通学費補助金については規定に基づき全額支給す

る中で、スクールバスについては、どうぞご利用くださいというようなことで、今は保護者の方
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に説明する中で、その方向で進めるのではないかと考えております。以上です。 
 
○勝又委員 
 そういうようなことを考えているというのは理解できるのですけども、閉校するにあたって、

そういうことがきちっと決まらない部分が、その閉校に対してどうこうっていうのはかなりあっ

たのではないかと思う。これは、将来的に札弦や緑も恐らくこのままで行けば同じような道を歩

くだろうと。児童数が少なくなって行くという様な形の中では、将来的にはそういう様な問題も

出て来るのではないだろうかと思う。その部分で、やっぱりきちっとそういうものが先に打ち出

されてからでないと、例え少なくなって閉校っていう部分を迎えても、閉校に対して決断出来な

いっていうのがあると思うんですよね。まずそういうことを事前に困らないような形で、きちっ

と整備して行く中で話を進めて行かないと。登校手段が大変なものですから、学校が無くなって

は困るというような部分の意見というのはあったのではないかなと思うんです。そこら辺の部分

を、うまく地域の絆だとかっていうのを含めて、今後ちょっと検討してもらうようなことが必要

かなと思うんですけども。 
 
○委員長 
 あと他、ございませんでしょうか。 
 
○中西委員 
 学校を閉校するにあたっての国からの交付金があったと思うんですけども、１校に対してどの

くらいの金額だったんですか。２校だったらどのくらいなんでしょうか。 
 
○生涯教育課長 
 詳しい資料を持って来ていませんので、金額は言えないところがありますが、１校当たり１千

万円とかの交付税が来ているのは事実でございます。ただ、閉校すると例えば来年度から急に例

えば２校で２千万になりますから、２千万が減るかというとそうではなくて、段階的に減って行

って、４年とか５年経った時に２千万円が全部無くなるという形の経過措置が取られるというふ

うに伺っております。詳しいことは資料を持って来ていないのでお答えできません。 
 
○中西委員 
 それと職員というか先生の数ですが２校でかなり減るんですよね。子ども達は清里小学校へ来

るけども、先生達も清里小学校に来るんではないんですよね。その辺はそういうふうにはなって

いないんでしょ。 
 
○生涯教育課長 
 江南小学校、新栄小学校の子どもさんは清里小学校に来ましても、清里小学校自体の間口数は

変わりませんので、当然教員の数も変わりませんので、分りやすく言いますと、江南小学校と新

栄小学校の教員数が減るということになります。 
 
○中西委員 
 ２校でどのくらいの教員数なんですか。かなり減るのではないですか。 
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○生涯教育課長 
 江南は教員３人、新栄は６人いると思いますので、その他に事務員とかもおりますから関連し

ますと１０名程度の方の清里での雇用の場が無くなるということになります。 
 
○中西委員 
 その教員を清里小学校に残して、中身が濃くするって言うか、そういう方法は無いのですか。

２校減って国から来るお金も減る訳でしょ。だったら清里小学校はその分中身が充実しますよと

かっていう制度も何も無いのですか。 
 
○生涯教育課長 
 残念ながら無いです。子どもの定数によっての間口が決まっておりまして、その間口に相当し

た教員の配置が決まっておりますので、今のところ残念ながら何もありません。 
 
○中西委員 
 別の問題だけども、中学校は窮屈なままでやっているから、そこら辺はもっとお金を掛けても

良さそうな気もするんですけども。そういう状況を説明してどうにかならないんでしょうか。 
 
○生涯教育課長 
 教員の配置基準は、国なり道の配置基準に基づいて行われるものでございますので、町として

は色んな職員を配置ということは要望しますけども、あくまでも国なり道の配置基準に基づくも

のであるということをご理解頂きたいと思います。 
 
○田中委員 
 勝又委員が心配されていたように、ＰＴＡの人達は通学問題が一番心配されているんですよ。

通学費補助は基準を満たしているところには出るんでしょうけども、仕事の途中で迎えに行くと

かというのも大変なので、出来る範囲でＰＴＡと十分に話をして、後で問題が起きないように一

つお願いしたいと思います。 
 
○委員長 
 後は良いですか。 

（「はい」との声あり） 
 
○委員長 
 それでは教育課関係を終わらせて頂きます。どうもご苦労様でした。 
 
○委員長 
 それでは清里消防分署の説明お願いいたします。 
 
○清里消防分署長 
 消防の関係で、平成２２年度の消防費の補正予算につきまして内容をご説明させて頂きます。
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１４ページに資料を添付してございますので、ご覧頂きたいと存じます。まず、本部費の負担金

といたしまして、町からの負担金でございますが、２４万１千円を今回減額補正をさせて頂くと

いうことで予定をしております。金額の積算の内容でございますが、まず消防組合全体の内容を

申し上げますが、歳入で１２９万９千円ほどの補正を今予定してございます。これにつきまして

は、１９年から２１年の３ヵ年の退職者に係ります退職手当組合の精算で３年間の金額が決まり

まして、１２９万９千円ほど還付になるというようなことで、この分を補正をさせて頂きたいと

思います。それから歳出におきましては、臨時議会の開催数の増ということで、組合の臨時会が

今月の２２日に臨時会を予定されていますが、臨時回数の増ということで、それに係る議会議員

さん及び監査委員さんの費用弁償を今回補正させて頂くということで、この予算額で１０万１千

円歳出をみてございます。先程申し上げました、歳入１２９万９千円と歳出の１０万１千円の差

引分で１１９万８千円を組合全体として減額補正をする予定という内容となっております。その

内、３町それぞれ負担割合に基づきまして積算されまして、清里町の負担分が２４万１千円とい

うことで今回消防費負担金として２４万１千円を減額補正させて頂くという内容でございます。

次に分署費の補正予算でございますが、歳入で清里町の負担金として、常備消防費の負担金で２

６０万３千円の補正をさせて頂くという内容でございます。歳出につきましても、同額負担金及

び交付金で２６０万３千円という補正でございます。これの内容につきましては、先程本部負担

金の中のご説明申し上げましたが、１９年から２１年までの３ヵ年の退職手当組合の負担金、こ

れは１９年度に１名分署で退職者がおりまして、その分に係る精算納付金ということで追加負担

金で２６０万３千円を納めるということで、この分の補正をさせて頂く内容でございます。以上

で説明を終わらせて頂きます。 
 
○委員長 
 平成２２年度の消防費補正予算ということで説明がありました。何か委員の方でございました

らお受けしたいと思いますが。 
（「なし」との声あり） 

 
○委員長 
 無ければこれで終わらせて頂きます。ご苦労様でした。 
 
○委員長 
 それでは２番、次回の委員会の開催ということで、事務局お願いします。 
 
○事務局長 
 今のところ予定はございません。 
 
○委員長 
 ３番、その他。委員の方からその他ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
 
○委員長 
 それでは事務局から何かございませんでしょうか。 
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○事務局長 
 ございません。 
 

 
○委員長 
 無ければ第９回総務文教常任委員会を終わらせて頂きます。どうもご苦労様でした。 
 

閉会 午前１０時１５分 


