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第１０回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年９月３日（月） 

    開 会     午前  ９時１０分 

    閉 会     午前 １０時２３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２３年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

 ②平成２４年度一般会計補正予算（第４号）の概要について 

 ③平成２４年度人事院勧告の概要について 

 ④清里町国民保護計画の変更について 

 ⑤第５次総合計画推進管理について 

 ●生涯教育課 

 ①平成２４年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）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（６名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  澤 田 伸 幸    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  池 下   昇    委  員  前 中 康 男 

                    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    委 員  田 中  誠 

  

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       島澤 栄一    ■総務Ｇ主幹      熊谷 雄二 

 ■総務Ｇ主査      泉井 健志    ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚 

 ■企画財政Ｇ主査    宮津 貴司 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■学校教育Ｇ総括主査  清水 俊行 

 ■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁    ■社会教育Ｇ主査    小林 正明 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  柏 木 繁 延 

    主  任  鈴 木 由美子 

 

 

●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１０回総務文教委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 最初に、町からの協議・報告事項ということで、総務課から５点ございます。１点ずつよろし

くお願いいたします。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課からここに記載の５点について、それぞれ協議・報告をさせていただきたい

と思います。 

 最初に１点目の、平成２３年度財政健全化判断比率及び資金不足比率について、１ページでご

説明致します。この件につきましては、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」の規定によ

り、議会に報告するものでございます。なお、同法第３条第１項の規定においては、地方公共団

体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに「実質赤字比率」、「連結実質赤

字比率」、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」並びに、その算定の基礎となる事項を記載

した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて、当該健全化判断比率を議会に報告し、か

つ、公表しなければならない、とするものであります。また、同法第２２条第１項におきまして

は、公営企業を経営する地方公共団体の長は、同じく「資金不足比率」について議会への報告及

び公表について、規定いたしております。この法律につきましては、平成１９年に公布され、議

会報告と公表については、平成２０年度から施行されております。 

 清里町における健全化判断比率につきましては、４つの比率のうち、一般会計等における「実

質赤字比率」及び特別会計を含めた「連結実質赤字比率」は、共に黒字決算となっており、比率

は算定上生じておりませんので数値は入っておりません。 

 また、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す「実質公債費比率」は１２．７

％で、国の示した早期健全化基準の２５％、財政再生基準の３５％を大きく下回っております。 

 債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還負担見込み等を含めた負担比率を示す「将来負担

比率」は４．９％となっており、早期健全化基準の３５０％を大きく下回るものです。 

 次の、公営企業会計であります、簡易水道事業計並びに農業集落排水事業特別会計につきまし

ても、収支は黒字となり、資金不足は生じておりません。以上で、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 
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 ２３年度健全化判断比率及び資金不足比率ということで、説明を受けましたが、委員の方、何

かございますか。 

 なければ、次に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、②平成２４年度一般会計補正予算（第４号）の概要について、お願いいたします。 

 

○総務課長 

２点目の、平成２４年度一般会計補正予算（第４号）につきましては、歳入歳出にそれぞれ、

６,８８１万６千円を追加し、予算の総額を４８億２,９４６万６千円とするものです。今回の補正

内容については、普通地交付税の交付額の確定により、基金繰入金の減額、並びに新たに必要と

なりました事業等の補正措置となります。なお、概要につきましては、企画財政グループ担当主

査から、ご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは、私の方からページ数３ページ～５ページについて、ご説明を申し上げます。 

 まず、３ページの第４号補正の内容でございます。今回の補正額、歳入歳出ともに６,８８１万

６千円の増額補正となります。補正後の予算額は、４８億２,９４６万６千円になります。 

 歳出の補正内容からご説明申し上げます。総務費につきましては、１９７万８千円の増額補正

でございます。補正内容は、寄附金の基金積立、ニュージーランドモトエカ訪問のための旅費で

ございます。民生費は１４２万９千円の増額補正でございます。補正内容は、社会福祉協議会補

助金の増額、自立支援医療費過年度返納金の支払のためです。衛生費は３４８万円の増額補正で

ございます。補正内容は、ワクチン接種事業に伴う費用と国保会計の繰出金、これらについては

増額補正となり、農集排特別会計繰出金につきましては減額補正になります。農林水産業費は３

００万円の増額補正でございます。補正内容は、農地集積協力金事業でございます。国の１００

％の補助事業となっております。商工費ですが３,６１８万２千円の増額補正でございます。補正

内容は、商店街等の店舗改修に係る事業費補助、新設パパスランドに係る消耗品、備品、ポスレ

ジ等の購入及び機器の借上げ。現有のパパスランド施設の外構工事整備とボイラーの交換工事に

要する費用を計上してございます。土木費は８９９万円の増額補正でございます。補正内容は、

町道補修に係るものでございます。教育費は１,３７５万７千円の増額補正でございます。補正内

容は、学校の各種修繕、各小学校及び生涯学習センタープラネットのＬＥＤ照明に係る取替工事、

体育施設の器具の購入と修繕。給食センターの設備修繕と設備の取替え工事に要する費用を、そ

れぞれ計上させていただいております。 

 それでは次に、歳入についてご説明申し上げます。本補正につきましては、先ほど説明させて

いただきました歳出に係る歳入の充当を地方交付税等を主な財源としております。地方交付税は

今回、１億８,９８２万５千円の増額補正となっています。道支出金は５９０万２千円の増額補正

でございます。内訳は右に記載の各種補助金等となってございます。繰入金は１億３,１９５万４

千円の減額補正でございます。地方交付税のうち、普通交付税の交付額の決定に伴いまして、当

初基金積立を予定していました財源を、交付税により一般財源に振替えていくものでございます。

当初、基金の繰入を予定していた事業でございますが、農水費の農山漁村活性化対策事業、商工
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費の観光振興費、これらは主に新設されるパパスランドに係る計上費でございます。さらに公営

住宅の住宅建設費、公債費の元金の償還、以上の４点による基金繰入を取りやめ、交付税の一般

財源に振替えていくということでございます。また、繰入金が若干１,０７３万７千円残っており

ますが、これは基金積立によります交付金事業、林野の基金、ふるさと寄附金など、制度上また

は目的上基金を必ず充当しなければならないといった事業に充当される予定でございます。それ

から諸収入は、３９８万３千円の増額補正でございます。内訳は、福祉関係の過年度分の追加交

付分でございます。過年度分の特定財源、過年度分のお金であるため、特定財源ではなく一般財

源として取り扱ってまいります。寄附金は１０６万円の増額補正でございます。以上で、３ペー

ジの説明を終わります。 

 ４ページ、５ページ目、今回の補正の内容について、ご覧いただきたいと思います。今回の補

正内容について、主なものを掲載させていただいております。事業の詳細につきましては、後ほ

どそれぞれの担当課から詳細に説明申し上げますので、総務課からは財源と概要についてのみ、

簡単にご説明させていただきます。ニュージーランドモトエカ訪問事業ですが、姉妹都市提供を

結んでいますモトエカ町との交流促進を図るため、町長及び職員１名が訪問するための２名分の

旅費を計上させていただいております。各種予防接種事業ですが、予防接種事業の改正に伴いま

して、ワクチンの購入と、それに伴う健康管理システムに伴う改修等の費用でございます。補正

額は１８６万３千円で、財源は全額一般財源でございます。それから、国民健康保険事業特別会

計繰出金でございます。国保特別会計の安定的運営を図るため、一般会計から国保会計へ繰出し

を行います。補正額は３０１万６千円になります。財源は全額一般財源です。農地集積協力金交

付事業でございます。農地集積等を円滑に行うため、農地の出し手に交付する事業でございます。

補正額は３００万円で、財源は全額道支出金になります。清里町店舗改修事業でございますが、

店舗のイメージアップと商店街の活性化推進を目的に、店舗改修費用の一部を補助するものでご

ざいます。事業費は５００万円でございます。パパスランド設備整備事業ですが、新設するパパ

スランドの開設に向けまして、必要な設備、消耗品、備品等を整備するものです。補正額は２,４

０５万２千円でございます。財源は全額一般財源でございます。パパスランド外構整備事業です

が、新設するパパスランドの開設に向けまして、既存の噴水設備を撤去するものでございます。

補正額は４０６万４千円でございまして、財源は全額一般財源でございます。それから同じく、

パパスランドのボイラー交換事業でございます。パパスランドの既存のボイラー設備が老朽化し

たということで、今回この交換を行いたいという事業でございます。補正額は３０６万６千円、

全て一般財源でございます。道路修繕維持事業でございます。降雨等により損壊などしました町

道の補修を行うための費用でございます。補正額は８９９万円でございまして、財源は全て一般

財源でございます。小学校照明器具取替事業でございます。各小学校の長時間点灯照明箇所をＬ

ＥＤに替えるもので、電力節減と長寿命化を図るためでございます。補正額は１４０万３千円で、

財源は一般財源です。トレーニング器具購入事業でございます。トレーニングセンターに設置さ

れております、ランニングマシーンを新規に増設してまいりたいという事業でございます、補正

額は２９８万８千円で、財源は全て一般財源です。最後になります。給食センター蒸気ボイラー

取替事業。これは、既存の調理用蒸気ボイラーがございますが、かなり老朽化していまして、給

食の安定的に供給できるという観点から取替事業を行ってまいりたいという内容でございます。

補正額は６６３万６千円で、財源は全て一般財源でございます。以上で説明を終わります。 
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○畠山委員長 

 ２４年度の補正予算の概要についてでした。委員の方で質問ございませんか。 

 

○畠山委員長 

 なければ、次に移りたいと思いますがよろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、次に移ります。３番お願いします。 

 

○総務課長 

３点目の平成２４年度人事院勧告の概要でありますが、去る８月８日に人事院は、国会及び内

閣に対しまして、国家公務員の給与について勧告を行っております。この概要につきまして、総

務グループ担当主査から、ご説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは私の方から、平成２４年度の人事院勧告につきまして、ご説明申し上げます。６ペー

ジ～７ページになります。 

 ８月８日、人事院が平成２４年度の勧告を行っております。給与勧告の骨子により勧告のポイ

ントにつきまして、ご説明申し上げます。まず、月例給についてでございますが、人事院の調査

によります今年度の月例給の官民較差につきましては、マイナス２７３円、割合にしましてマイ

ナス０．０７％と極めて小さかった事などを勘案し、今回月例給の改定勧告はございませんでし

た。また、期末・勤勉手当の支給月数につきましても、官民較差が均衡していることから、こち

らも前年度据え置きということで、改定勧告は見送りとなってございます。年間支給月数３．９

５ヶ月で前年度と同じでございます。 

 続きまして、給与制度の改正でございます。まず昇給制度につきまして、５５歳を超える職員

の昇給は、特に良好の勤務成績であることを除いて、標準の勤務成績では原則停止、昇給しない

こととする勧告が出されております。また昇格制度につきましては、５０歳台後半層における給

与水準の上昇を抑制するため、最高号俸を含む高位の号俸から昇格した場合、昇格後の号俸を現

行より下位の号俸に決定し、給料月額の増加額を縮減するといった内容の勧告が出されておりま

す。 

 最後に、給与構造改革の経過措置の解消に伴う対応でございますが、給与改定・臨時特例法に

基づく平成２５年４月１日の昇給回復につきましては、同日において３１歳以上３８歳未満の職

員を対象とし、平成１８年からの昇給抑制を受けた回数等を考慮し、最大１号俸上位の号俸に調

整するという内容となってございます。以上、人事院勧告の内容についての説明を終わらせてい

ただきます。 

 

○畠山委員長 

 人事院勧告の説明をしていただきました。委員の方、ございませんか。 

 なければ、次に移ります。４番、お願いします。 
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○総務課長 

４点目の清里町国民保護計画の変更につきましては、７月のこの委員会で変更の途中経過につ

いて、ご説明申し上げております。８月に北海道知事より、８ページのとおり計画の変更が承認

になりましたので、清里町国民保護計画を９ページの新旧対照表のとおり変更をするものであり

ます。 

 なお、変更内容のご説明につきましては、７月の報告いたしました内容と変更ございませんの

で省略をさせていただきます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 国民保護計画の変更についての説明でした。委員の方で何かございませんでしょうか。 

 なければ、最後、５番の第５次総合計画推進管理についてということで、説明を願うところで

ございますが、この関係についてちょっとお伺いしたいところがございます。これの議会の位置

付けです。これから内容を説明されると思いますが、協議できるのかどうか。そこら辺をお聞き

をしてから、協議に入りたいと思います。 

 

○総務課長 

 総合計画の策定の進捗状況については、総合計画書で定められております。進捗状況について

は、総合開発審議会に報告し、意見を聞く。それから、この計画の主体であります町民に対して

も、意見を聞いていくところでございますので、議会に対しましては、総合開発審議会の報告内

容について、報告をしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 わかりました。それでは５番お願いいたします。 

 

○総務課長 

それでは５点目の、第５次総合計画推進管理について、ご説明申し上げます。 

 第５次総合計画推進管理につきましては、基本構想にあります目標指数の実績及び基本計画に

あります施策の項目ごとに進捗状況と課題を整理し、去る８月２９日開催の総合開発審議会に報

告し、いろんなご意見を伺っているところでございます。さらに、計画推進の主体であります町

民には、９月１８日～２０日の３日間、清里・札弦町・緑町を会場に、総合計画の目標指数及び

進捗状況等を説明し、まちづくりに関する意見交換を行います。この意見交換会では、今回の資

料だけでは不十分な面もありますので、実績数値等については、決算委員会資料の「主要施策の

成果」に準じた資料を提出したいと考えております。併せて、当時、総合計画の策定に関わって

いただきました臨時委員などには、この９月１８日～２０日のご案内を申し上げ ご意見をいただ

きたいと考えております。これに加えまして、９月１０日～９月２８日の日程で、総合計画の進

捗状況をホームページに、また印刷物は役場庁舎・札弦センター・緑センター・プラネット・保

健センターに置き、パブリックコメントを実施していきます。そして、このご意見等を今後の推

進管理や施策に反映をしてまいります。 

 また、具体的評価につきましては、実施から１年余りを経過しましたが、総合計画は１０カ年

の長期計画になっているため、個々の事業ごとの数値による評価については中間年で行い、計画
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の見直しなどを実施してまいります。それでは、詳細については、担当総括よりご説明申し上げ

ます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、第５次清里町総合計画実績評価について、ご説明申し上げます。こちらにつきまし

ては、８月２９日開催の総合開発審議会にて報告したものでございます。 

 まず１１ページをお開き願いたいと思います。まちづくりの目標指数でご説明申し上げます。

１点目、目標人口でございますが、計画策定時、平成２２年でございますが、総人口は４,５８２

人でありまして、平成２３年には４,５１１人、平成２４年７月現在では４,４７０人と、現在年２

％程度の減少を続けてございます。この減少率でいきますと、目標であります平成３２年の４,２

００人については、厳しい状況でございますが、引き続き幅広い地域雇用対策を推進することに

よりまして、一定の抑止効果を踏まえ、目標の人口維持に努めたいと思います。 

 続きまして２点目。就業人口でございますが、こちらにつきましては、国勢調査の数字を使用

してございますが、平成２２年に国勢調査が実施されてございますが、まだ就業別人口につきま

しては、総務省統計局から発表されていない状況でございます。従いまして、今後結果等が発表

された時点での評価を行いたいと思います。 

 １２ページをお開きください。続きまして、３点目の交流人口でございますが、平成２１年で

の交流人口は３３万５千人でございまして、２３年度におきましては、６,７００人減の３２万８,

３００人でございました。２３年度につきましては、東日本大震災等の影響もございまして、観

光客の落ち込みが懸念され減少に転じてございます。昨今、影響は少なくなってきているとは言

われておりますが、今後につきましても、交流人口の増加に向けて、地域の魅力を発信していき、

目標人口に近づけていきたいと考えてございます。 

 続きまして、第５次総合計画推進における現状、進捗状況と課題整理票及び事業実績について、

取りまとめを行いました。各章、各節における主要の事業につきまして、現状と課題をご説明し

たいと思います。併せて、各節ごとの主要事業名と事業期間及び２３年度の事業費等、参考とい

うことで２４年度の予算額を合わせて記載してございますので、ご覧いただきたいと思います。 

 １３ページをお開きください。第１章 協働と共生で築く自立のまち、第１節 住民協働によ

る地域自治活動の促進でございます。ここでは、まちづくり運動推進協議会や自治体連合会など

の行政によります連携によりまして、町民と行政の協働によるまちづくり活動の推進を図ってお

り、今後の課題としましては、行政だけでは解決が困難な地域課題に対して、住民主体の取り組

みが必要なことから、自治会単位の地域づくりの基盤体制を強化する必要があるとしてございま

す。第２節 地域共生を支える新たな公共の創出につきましては、平成１７年清里町まちづくり

参加条例を制定し、２３年度におきましても住民参加によります町政の推進を図ってございまし

て、今後の課題としまして、住民参加を基本に、各計画の策定に向けパブリックコメントのさら

なる活用が必要であるとしてございます。また、地域活動を支援するための交付金を活用しまし

て、若者達を中心に住民自らのさまざまな活動が展開されてございます。さらなる自主的な活動、

地域活動及び提案型まちづくり活動推進し、支援・充実を図っているところでございます。今後

におきましても、新たな事業創出や事業継続のための支援を円滑にする必要があるとしてござい

ます。第３節 行政運営の充実におきましては、第４次行財政改革大綱を策定し、取組みを行っ

ているところでありまして、今後においては、住民の負担と選択に基づく、地域にふさわしい行
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政サービスを提供する必要があり、これまで行政が主体として提供してきた公共サービスにつき

ましても、今後は地域において住民団体をはじめ、ＮＰＯ法人など多様な主体が提供する多元的

な取組みが求められておりまして、住民と一体となった推進体制の確立と意識改革に取り組む必

要があり、それと併せて、実施計画の作成が必要としてございます。その他、職員の能力開発、

意識改革を図るため、研修計画に基づき、計画的な職員研修の実施をしているところでありまし

て、引き続き、町固有の政策課題に対応していく職員を養成するため、職員の資質向上のための

人材育成に努めるとしてございます。１４ページをお開きください。第４節 財政運営の充実に

おきましては、適正な財政運営を目指して実施しておりまして、各事業により財務指標の安定維

持を図っているところでありまして、今後は厳しい財政状況が続く中で最大限の公共サービスを

提供できるよう、安定的な自主財源の確保と適切な交付金、補助金の活用を図るとしてございま

す。第５節 広域行政の推進におきましては、一部事務組合、広域協議会、広域の共同処理など

さまざまな形で広域行政を進めておりまして、今後においてはさらに他市町村と連携を取って調

整をしながら、基幹的事業に係る広域連携に向けて検討が必要であるとしてございます。第６節 

地域情報化の推進と広報・広聴活動の充実につきましては、ホームページ開設により、広く行政

情報の発信を行っているところでありまして、今後におきましては、ホームページ内のコンテン

ツの内容充実やソーシャルネットワークサービスを活用した情報発信の検討も行っていくとして

ございます。毎月の広報発行及び臨時号での情報提供のほか、ことしの仕事発行による行財政情

報の提供を行っているところでありまして、引き続き、紙面編集の内容のさらなる検討を行うと

してございます。 

 １５ページをお開きください。第２章 自然と共生する安全・安心な環境のまち、第１節 調

和のとれた土地利用の推進におきましては、グランドデザインを作成し、土地利用と景観づくり

の基本計画が示されておりますので、今後、それぞれの計画に沿い、事業展開していくところで

ありまして、今後の事業展開における住民協働のさらなる啓蒙・啓発が必要であるとしています。

第２節 安全な地域生活の確保におきましては、各関係機関との情報連絡体制の充実、強化、防

災情報の共有を図るとともに、災害時におけます協働事業の協定締結を広めてございます。また、

町民防災訓練の実施や防災備品の整備についても行っているところでございまして、今後におい

ても、町民への防災の意識の啓発啓蒙活動の強化、防災備品の整備拡充、新たな被害想定に対応

する地域防災計画の見直し検討が必要であるとしています。第３節 地域環境保全と循環型社会

の構築におきましては、清掃センターやリサイクルセンターの延命化計画や施設の維持管理、設

備更新を行っているところでありまして、引き続き、老朽化している部分の計画的な保守点検、

機能維持のための補修が必要としています。第４節 緑豊かな環境と美しい景観の保全と創出に

おきましては、花と緑に囲まれた豊かな自然環境や美しい景観を町民共有の財産として保全する

とともに、町全体を花で飾り、住んでいる人、来る人に潤いを与えているところでございます。

今後の課題として、町外からの視察者からは、花事業の先進地として評価されておりますが、今

後の継続に向けた取り組み、または他町とは違う独自色をバランスよく実施していくことが課題

としております。１６ページをお開きください。第５節 快適な生活空間の整備につきましては、

公園、広場、緑地について、町民の憩いと交流の場として日常的な管理に加え、計画的な整備と

維持管理を推進しているところでありまして、今後におきましても、計画的な修繕管理等、適切

かつ安全な管理が求められてございます。また、緑地につきましては、人的な体制を確保しなが

ら、良好な環境の保持が必要とされているところでございます。第６節 安全で快適な生活基盤
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の整備につきましては、道路対策の推進として、社会資本整備交付金等の導入により、年次的な

計画による町道整備の推進を図っているところでありまして、今後は円滑で安全な生活道路の長

寿命化を図るため、継続的な道路の整備補修の実施が必要であるとしています。また、良好な住

宅・住環境づくりとしまして、公営住宅長寿命化計画に基づく計画的な事業の推進を図っている

ところでありまして、今後につきましては、新しい住宅の用地確保や移転後の取壊し、跡地用地

の管理活用が課題としております。 

 １７ページをお開きください。第３章 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、第１節 自ら健康を守る保健活動の充実におきましては、特定健康診査をはじめとする各

種検診の実施によりまして、疾病の早期発見、早期治療を行っており、予防接種やワクチンの接

種による予防活動の推進をしています。妊婦健診の費用助成や乳児健診の実施、家庭訪問や母親

学級の実施など、育児の相談にも随時対応しているところでありまして、今後は各種検診におい

ては受診率の向上、ワクチン接種の周知によります予防活動の推進に努め、子育てしやすい環境

づくりを目指すとしております。第２節 地域医療体制の確保におきましては、医療事業への施

設提供や医療機器の更新整備及び医療従事者の人材確保の支援策、また初期救急としてクリニッ

クきよ里としてございますが、診察時間外については斜網地域の病院、２次医療につきましては

網走医師会と病院群輪番制の参加病院への搬送となるよう、協力体制を結んでいるところでござ

います。今後につきましては、身近な初期医療機関と症状に応じた近隣地域の２次医療、３次医

療機関との連携体制が不可欠であるとして、安定した体制維持には、時代に対応した診療所、医

療設備の更新も定期的に必要になり、財政確保や政策の継続や地域圏での協力体制が重要である

としています。第３節 地域福祉活動の充実につきましては、社会福祉協議会に対しまして、補

助金の交付要綱に基づく人件費等を補助等を行っておりまして、今後につきましても、社会福祉

協議会の運営と運営の健全化を支援しながら、現状を継続しつつ各種業務を委託している中で、

今後さらに町と社会福祉協議会との連携を深めるとしています。第４節 児童福祉の充実におき

ましては、平成２３年度末までは小学校卒業までの乳幼児、児童を対象に通院・入院費に係る一

部負担の全額を助成してございます。今後におきましては、子どもや家庭に対する保健事業の推

進による受診及び給付の適正化と、対象拡大による子どもを育てる環境の促進を検討する必要が

あります。１８ページをお開きください。第５節 高齢者福祉の充実につきましては、高齢者が

住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続できるよう、福祉、医療、保健サービスをはじめ、

さまざまなサービスを必要に応じて総合的・継続的に提供し、地域における包括的な支援を果た

すとしております。今後は、地域包括支援センターによる各専門職員の安定的な確保が必要であ

りまして、町と社会福祉協議会との連携促進を図る必要があるとしております。第６節 障がい

者福祉の充実については、地域社会におけます障害者の自立を支援・促進するため、総合的な支

援、認定及び給付等を行うとしております。今後は、障害者自立支援法による、事業の継続並び

に障害者の経済的な負担の軽減を図る必要があるとしております。また、今後につきましては、

障害者自立支援はさらに障害者総合福祉法へと移行する中、今日のめまぐるしく変わる制度に対

応し、スムーズな移行を行うとしております。 

 １９ページをお開きください。第４章 活力にあふれ、豊かな地域を創る産業のまち、第１節 

地域特性を活かした農業の振興につきましては、各種振興対策事業や土地改良整備事業、各種利

子助成制度など計画的に実施して行くものでございまして、今後におきましては、さらなる品質

の向上に向けた技術改良や病害虫対策の展開、生産基盤の安定に向けた適正な農地管理、体質強
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化に向けた支援対策の連携が必要としてございます。２０ページをお開きください。第２節 豊

かな森林資源を育む林業の振興におきましては、造林推進補助やさくらの山の整備、地元生産物

の使用など森林資源の有効を図っているところでございまして、今後においては、２２年度から

２６年度までの計画で進めております、さくらの山植樹事業につきましても、２７年度以降の場

所の選定が必要でございます。また、町民共働で実施している植林も参加者の固有化が目立って

きており、新たな仕組み作りが必要となり、植林後の維持管理も森林保有には必要不可欠として

います。第３節 活気あふれる商業活動の振興におきましては、地域商工業の振興及び地域の活

性化を目指す商工会などに補助を行っているものでありまして、今後は経済不況と人口減少によ

る町内消費の減少及び販売価格の他町との比較による購買力の町外流出が見られるため、いかに

魅力ある商店街づくりを行うかが急務となっているところでございます。第４節 地域に根付い

た工業の振興と雇用の促進につきましては、町内木材事業に対する安定化に向けた補助事業や林

業の担い手に対する補助を行っております。今後は、現在の支援対策の検討、林業事業者の確保

の検討が必要とされてございます。第５節 豊かな地域資源を活用した観光の振興については、

焼酎事業が３６年を経過し、地場産品を利用した一村一品運動の先駆けとして評価を受けてござ

います。しかし、近年景気の低迷、飲酒人口の減少、観光客の入込減により販売が減少している

ところでございます。今後は、販売先の開拓や新製品の開発、在庫の適正及び製品の集約が必要

としております。地域に根差した地場産品としての特徴をいかに出して行くかが求められており

ます。 

 ２１ページをお開きください。第５章 豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくり、第

１節 生涯学習の推進については、新たなまちづくりを支えるリーダーの育成のための講習会や

学習会。さらなる図書の充実。生涯学習推進に向けた活動車の運行など体制の整備を行ってござ

いまして、今後におきましては、継続的な人材の育成、より実践的な事業の実施、老朽化した施

設の計画的な改修整備が必要としています。第２節 幼児教育の充実におきましては、私立幼稚

園運営に対します支援として、人件費相当額を補助しております。さらに保護者負担の軽減のた

めの幼稚園就園費に対する補助を行ってございます。また、特別な支援を必要とする幼児も増え

ていることから、就学前において幼稚園及び小学校が連携協力し、乳幼児の教育の充実を図るた

め、清里町特別支援教育連絡協議会において情報交換を行っているところでございます。今後に

つきましては、幼稚園入所者の減少傾向は今後一層進むことが予想されることから、町全体とし

て今後の幼児教育のあり方について見直しをしていく必要があり、また、幼児教育と学校教育と

の連携を密にし、スムーズな就学移行ができるようにする必要があるとしてございます。第３節 

学校教育の充実におきましては、特別支援教育の充実、中高生の国際理解教育の推進、学習環境

の整備などを行うこととして、特色ある学校づくり交付金によりまして、各学校独自の取り組み

を支援しているところでございます。今後におきましては、特別支援教育の継続、発展、清里高

校総合支援対策の充実、特色ある学校教育の推進向上など、きめ細やかな学習指導を図ることと

しています。２２ページをお開きください。第４節 家庭教育の振興におきましては、なかよし

クラブ、こども塾によります活動の充実を行っており、今後もさらなる支援、連絡体制により事

業の強化が必要としております。第５節 芸術・文化の振興におきましては、年間ステージ公演

によります、文化振興事業や郷土資料館の展示物の入替えや整理を行ってございます。今後につ

きましても、幅広い演目による文化意識の向上や、郷土資料館の定期的な展示物の見直しを必要

としております。第６節 生涯スポーツの振興におきましては、各種教室の実施や地域、学校に
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おける活動の支援を行っておりまして、今後につきましては、教室への参加促進の検討並びに合

宿誘致に向けた支援策や施設整備、老朽化している施設の定期的な修繕等の検討が必要としてお

ります。第７節 交流のまちづくりの推進におきましては、山村留学の継続的実施、ふるさと会

との定期的な連携交流、また定住促進団地の整備を行ってございます。今後におきましては、地

域の積極的な協力支援や保護者の就労の場の確保による山村留学の継続、ふるさと会のさらなる

総合交流、また残りの全区画販売に向けた定住促進団地の活動が必要であるとのことです。 

 以上で、第５次総合計画実績評価についてのご説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 第５次総合計画推進管理と言うことで、説明を受けました。委員の方、何かございませんでし

ょうか。 

 なければこれで終わりますが、全体を通して、何かございませんでしょか。 

 

○議長 

 先ほど、総合開発計画の実績評価の冒頭で、課長よりこの委員会に対する説明のあり方のお話

がありましたが、過日、総合開発審議会を開催されているので、その中身を今回、合わせて報告

するという話ではなかったのかと思うのですが、今の説明だけですと、開発審議会の審議された

内容については入っていないのですが、言っていることとちょっと違うのではないか。課長の方

から、開発審議会で審議されたことを合わせて報告すると、言わなかったですか。 

 

○総務課長 

 最初に私から説明しましたのは、総合開発審議会で意見を伺いましたと。それから今回、総合

開発審議会で報告した内容を報告しますということで、説明しました。 

 

○畠山委員長 

 報告した内容だけなのか。２８日の総合計画の会議の内容を説明するということじゃなくて。 

 

○総務課長 

 はい。報告した内容を報告しました。 

 

○畠山委員長 

 最初、説明で聞いたのは、審議会の内容を議会に報告すると、私も受け止めたのですが、それ

ではないと捉えてよろしいのでしょうか。 

 

○総務課長 

 審議会に報告した内容を報告しますということです。 

 

○加藤委員 

 その辺は、ちょっと食い違っているようですが、参考までに、先日行われた開発審議会の中で、

この報告を基にいろんなことが討議されたと思うのですが、その中で、大きなその内容の中でこ
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ういう方向、あるいはこういう問題点については、特に今後していこうだとか、協議内容あるい

はその中で挙がった今後の課題に向けては、どういう方向で進もうとしているのか、その辺の説

明があれば、お伺いをしたいのですが。 

 

○総務課長 

 総合開発審議会の中で出たご意見について、主たるものについて報告したいと思います。 

 審議会の中で、抽象的な表現だとか計画になっているので、もう少し具体的な内容等を報告し

ないと、一般町民等は理解できないのではないのかという、ご意見もありました。私の方からご

説明いたしましたのは、例えば、今回の報告書で１３ページにまちづくり推進協議会交付金、金

額的に１,０９２万と出ておりますけども、住民の説明の場においては、例年議会の決算審査特別

委員会に資料等を出しておりますが、例えばまちづくり推進協議会がやっている春のごみゼロ運

動や、まちづくり住民大会の参加人数とか所要経費、それから自治会連合会の交付金、協働共生

のまちづくり交付金、花いっぱい運動や敬老会とか除雪とか共創のまちづくり交付金とか、こう

いう内容については、資料を具体的に出して説明を進めてまいりたいと考えております。それか

ら、総合開発審議会は例年１回しか開催していないわけでございますが、開催回数を複数回、３

回とか４回開催し、その中で各業界等の情報交換もあっては良いのではないのかというご意見も

ございました。それから、総合開発審議会で例えば、花と緑と交流の事業については、もっと具

体的に今後の方向性について検討していった方が良いのではないかというご意見もございまし

た。それから、総合開発審議会を数回やることによって、まちづくりの提言等ももらうと言うか、

そういう形で今後、総合計画に反映していってはどうかというご意見もございました。それらの

ご意見をいただいた点については。できるだけこれに沿った形で実施してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 

○加藤委員 

 そういう報告は、第５次総合計画の各章における大きな意見と言いますか、そういう形の集約

をしていただきたい。今で言ったら、全体を通しての報告となっているのですが、少なくとも開

発審議会の中で受けて、今後それらについて、具体的に各章における大きなポイント、そういう

ものの整理をされた中で、今後どう変わっていくのか。いろんな意見が出たみたいですが、それ

らを会議のための資料で終わらすことなく、きちっと前に向かって進んでいただきたいと思いま

す。 

 

○議長 

 せっかく、これだけの資料を作っていただいて、先ほどのお話を聞きますと、９月１８日～２

０日までの３日間、緑、札弦、清里で開くという中で、やはり開発審議会で議論されたことも整

理して、合わせて町民にわかりやすいように提出してもらわなければ、これはあくまでも実績、

進捗状況、今後の課題のことなのですから、行政サイドで取りまとめたやつばかりでなく、総合

開発審議会で出た意見も含めて、町民に説明してもらわなければ困るわけで。そういうことが非

常に大切でないのかなと思うので、今日、委員会に説明があると言うから、そういう話もあると

思って期待していたのですが、この前の開発審議会のペーパーの説明だけで終わっているようだ

から、こういうやり方ではちょっとまずいなと。開発審議会で審議した内容が一切出てきていな
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い。これは、委員会にも説明する責任があるのではないかと思うので。開発審議会で何を審議し

たのかということになるわけで。やっぱりこういうやり方はまずいと思うので、今後直してもら

わないと。１８日からやる意見交換についても、その辺を町民にわかるようにして。町からのペ

ーパーと合わせて、総合開発審議会ではこういう意見が出たということを出して欲しいと思いま

す。以上です。 

 

○畠山委員長 

 他、ございませんか。なければ、これで終わりますが。 

（「なし」との声あり） 

〇畠山委員長 

 それでは、総務課ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは生涯教育課、町からの協議・報告事項ということで、２４年度一般会計補正予算につ

いて、説明お願いします。 

 

○生涯教育課長 

 教育委員会からの今回の補正につきましては、施設設備関係の修繕並びに更新、また照明器具

のＬＥＤ化等、早急に整備が必要なものについて、総体で１,３７５万７千円を計上させていただ

きたいと考えております。中身につきましては、各担当総括主査及び主査より説明させていただ

きます。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 学校教育分について、説明させていただきます。２３ページをご覧ください。９款・１項・２

目緑町小学校教職員住宅屋根修繕事業。緑町小学校の教員住宅の屋根において、錆等がひどく、

今回塗装を剥がし、再塗装をするものであります。補正額については２３万円となっております。

９款・２項・１目清里小学校体育館床修繕事業。清里小学校の体育館の床の塗装の劣化が目立ち、

滑りやすい状況となっているため、床面のウレタン塗装を行うものでございます。予算額につい

ては４８万１千円を計上させていただいております。９款・２項・１目小学校照明器具取替事業

でございます。小学校の長時間点灯されております蛍光灯について、今回ＬＥＤに交換し、電力

の節電と長寿命化を図るものでございます。清里小学校につきましては９４万８,７８０円。光岳

小学校につきましては２５万３,２６０円。緑町小学校につきましては２０万３４０円、合わせて

１４０万３千円を計上させていただいております。続きまして、次ページをご覧ください。９款

・５項・５目給食センター排水処理施設修繕事業でございます。給食センターの排水処理施設の

ポンプ及び浄化槽蓋の老朽化に伴う修繕でございます。予算額としまして５７万８千円を計上さ

せていただいております。同じく、給食センター蒸気ボイラー取替事業でございます。長期間使

用しまして、老朽化になっております蒸気ボイラーについて、今回更新を行うものでございます。

予算額で６６３万６千円を計上させていただいております。私の担当分は以上でございます。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 
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 続きまして、２３ページにお戻りいただきまして、３目生涯学習総合センター費・プラネット

照明器具取替事業につきましては、生涯学習総合センター事務室、図書館事務室の照明の内、長

時間電気を必要とする物につきまして、ＬＥＤ化に交換するものでありまして、電力節電と長寿

命化を図るものであります。生涯学習総合センター事務室につきましては６０万３,３３０円。図

書館事務室につきましては５９万４,３００円。合わせて１１９万８千円を計上するものでござい

ます。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 私の方から、５項保健体育費・２目トレーニング器具購入事業について、ご説明いたします。

町民の安全で継続的な運動機能を充実させるため、屋内用のランニングマシーンを整備するもの

でございます。購入する器具につきましては、トレッドミル２台、付属のゴムシート２枚という

ことで、２９８万８千円を計上するものでございます。続きまして、３目町民プール消防用設備

修繕事業でございます。こちらにつきましては、消防用設備の不良箇所について修繕するもので

ございまして、自動火災報知設備改修と誘導灯の改修で合わせて２４万３千円を計上するもので

ございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ２４年度の一般会計の補正予算の説明を受けたわけですが、何かありましたら受けたいと思い

ます。 

 

○加藤委員 

 参考までに、多くの施設に節電のためにＬＥＤに変更されるのですが、これらを替えることに

よって、どのくらいの電力がトータルとして削減されるのか。参考までに試算が出ているなら、

何％ぐらいになるのかお聞きしたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 ＬＥＤ化によりまして、電気代が約半分近くに軽減されます。また、設備につきましても、長

期間使用が可能となりますので、今回、設備投資にかかりますが、電気代が安くなるのと長寿命

化で、８年で元が取れるという試算が出ております。 

 

○加藤委員 

 逆を言うと、各町村の電気の削減目標と言うか、全道でもあるわけですが、この部分はクリア

できているのか。どのくらいの率でできたのかなと思いまして。生涯教育課の部分だけで良いの

で。 

 

○生涯教育課長 

 今回の変更箇所につきましては、１日１０時間程度、年間約３千時間使用するという、長いス

パン使用する所を対象としておりまして、学習総合センターの事務室、図書館、小学校につきま

しても職員室のみ、その時間に当てはまるということで、先ほど言いました電気代が約半分に収

まるということで、全体での率については、申し訳ございませんが、算出してございません。 
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○前中委員 

 １点だけですが、トレーニング器具の購入に関してですが、町民の安全で運動機能を充実させ

るということで、２台購入されますが、当町において合宿誘致、東大陸上部、専修大学スケート

部等、今年度から合宿に入る中で、それとの関係上、やはり学生たちも有意義に活用できるよう

な物なのかどうか、確認なのですが。 

 

○生涯教育課長 

 今回、新しく購入させていただく予定のマシーンにつきましては、ランニング用のマシーンで、

現在、トレーニングセンターの第１トレーニング室に置いてある物で、ウォーキングの物もござ

いまして、どうしても利用される方が、特に冬場なのですが、ウォーキングと言いながらも走っ

てしまうということで、非常に機器に負担がかかってしまい、故障が多いという現状がございま

す。そういったことで、今回のこのマシーンにつきましては、主に町民の方々のために、冬場も

迎ますし、走っても耐え得る機器ということで整備をさせていただきながら、先ほど前中委員も

おっしゃっておりました、合宿対応の話ですが、ご承知のとおり、専修大学のスケート部も来ら

れまして、東京大学の陸上部も練習の合間等、個人練習も含めて利用する機会もございます。糸

川監督などにも率直なご意見をお伺いした中、必要な機器整備ということで、今後の来年の誘致

までに、そういった合宿対応の機器整備というところも視野に内容も検討して、来年度の当初予

算での計上に向けて、整備を進めてまいりたいと今、教育委員会では考えているところでござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 参考までに聞きたいのですが、ＬＥＤに替えて大体２６０万ぐらいの予算。小学校とプラネッ

トなのですが、８年で元が取れると言う話ですが、今現在使っている電気は、どうするのですか。

全部が全部ＬＥＤにするわけじゃ思いますので、今使っている物は処分してしまうのか。 

 

○生涯教育課長 

 現在使用している蛍光管は、他の部分で十分使えますので、それは切れるまで利用させていた

だきます。 

 

○澤田委員 

 参考までに、蒸気ボイラーの老朽化に伴ってとなっているが、何年ぐらい経つのですか。 

 

○生涯教育課長 

 この蒸気ボイラーにつきましては、調理用ということで、現在の給食センター建設時から使用

しておりますので、１９年間経過してございます。高額なのですが、このボイラーが止まってし

まいますと、調理ができなくなり、給食の提供が止まってしまうということがありまして、通常

１５年程度での更新がされるもので、うちは１９年経っており、非常にメンテナンスが良かった

のか、持っておりますが、今回取替えていきたいと思います。 
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○澤田委員 

 蒸気釜ということですか。 

 

○生涯教育課長 

 はい、そうです。 

 

○澤田委員 

 何台使っているのですか。 

 

○生涯教育課長 

 このボイラーは１台です。予備と言うか、代わりはありません。 

 

○澤田委員 

 聞くところによると、給食センターでボイラーなどを使うと温度が上がるとのことで、労働条

件と言うか、エアコンなどは設備されているのですか。 

 

○生涯教育課長 

 エアコンはございません。今年も夏が暑くて、現場からは調理中の温度並びに湿度が非常に上

昇するとの報告を受けまして、その対策をということで、保健所の方から温度の対策をというこ

とでの指導もされております。かつては設備的に、冷房を入れた場合の試算もされたのですが、

その際には何千万単位ということでの積算になっておりました。その後、各町村の実態等もお伺

いしながら、現実的に温度を少しでも下げる方法を現在検討しておりまして、大がかりではない

中の冷房設備の設置をして、少しでも食品の安全管理という部分からしましても、温度を下げる

必要があると思いますので、その辺を早急に検討してまいりたいと考えております。 

 

○澤田委員 

 その報告があって、３８度で湿度が９０％で、作業できる状況ではなかったということを聞い

たものですから。夏場だったから特にそうだったと思いますが。良い方向で検討をお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 おっしゃる通り、温度、湿度の関係につきましては、一定のある食材の調理に、非常に熱を使

ったということで、そういう報告を受けております。そういったことで、調理方法もできるだけ、

そういう形にならないことを協議しながら、また全体の温度を下げるということで、検討させて

いただきたいと思います。 

 

○勝又副委員長 

 先ほどのトレッドミルのことなのですが、１台１５０万、２台で約３００万ということですが、

トレーニング機器はトレセンの２階にあるのですが、農業者トレーニングセンターという形の利

用頻度について、その部分の実態というのは、あまり報告ももらったこともないし、今回、２台

ということで、常に２人が使っている格好なのかどうか。先ほど合宿の話も出ましたが、合宿す
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るために入れるわけではないでしょ。町民のためのものであって、たまたま合宿も利用させても

らう。合宿で必要だから今回２台入れるなんてことにはならないと思うので。そこら辺をちょっ

とお聞きしたい。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 トレーニング施設のアリーナも含めてですが、２１年度の利用状況は１万７,０２８人。２２年

度が２万１,２３４人。２３年度が利用が上がっておりまして、利用が非常に伸びてきております。

要因としましては、クラブ活動の利用だとか、子供たちの利用、高齢者の利用もありますが、一

般の方のトレーニングルームでの利用が、非常にここ数年上がっております。それで、町民の方

だけではなくて、斜里、小清水からも来ていただいたり、午前中、日中については、冬場は高齢

者だとか奥様方だとか、そういう利用頻度が非常に上がっております。ご承知のとおり、トレッ

ドミルは５分や１０分走るものではなくて、３０分、４０分使用するようなものですので、例え

ば１台調子が悪くて、１台がウォーキング用で１台がランニング用だと、結構順番待ちが今年の

冬辺りは多かったということも聞いております。さらに合宿対策だけではなく、今申し上げまし

たとおり、一般の方々の利用が非常に多いということと、高齢者の方にも非常に使っていただい

ているというような部分もありますので、十分に良い機能を持った、長寿命化できるような器具

を取り入れて、合宿でも使える、町民の方でも使える、高齢者でも使えるというようななもので、

大切に使っていきたいと思っております。 

 

○池下委員 

 この項目にないことなのですが、今年度も９月に入り半分を過ぎようとしているのですが、清

里高校が今年度１５名の入学だったのですが、次年度に向けて、何か増加に伴うようなことを今、

現段階で考えているのかどうかと思いまして。今日の議題にはないのですが、ちょっと聞きたい

なと思いまして。 

 

○生涯教育課長 

 清里高校の入学者増に向けた対策ということですが、このことにつきましては、前回にも今年

度の入学者対策ということでお話をしたかと思うのですが、現在１６年から行われております資

格取得ですとか、模擬試験の支援、あるいは高体連出場の支援、さらに２３年度から入学支度金

の助成を行っておりまして、今年度は既に行っているのもありますが、やはり生徒の方を向いた

支援と言いますか、対策として、部活動を充実させて、生徒を確保に努めていきたいということ

で、バスケットのプロを招いた講習会が８月の頭に実施いたしまして、今年度にあと２回実施す

る予定をしております。また、今後文化学的な部分では、部員の多い吹奏楽等につきましても、

講師を外部から招いて、そういった部活動の支援をしていきたいと思っております。また、ご承

知のとおり、９月２２日からはニュージーランドへの海外研修ということで、今年から１年生全

員を派遣して、生の英語に触れていただく。モトエカ町で勉強して来ていただくということで、

実際、入学者全員が参加しての事業実施予定でございます。今後、中学校におきましては、今の

３年生に対する意向調査も９月に入りましたらされるということでございますので、そういった

数字なども踏まえながら、必要な対策も検討して、必要であれば新たな対策も検討してまいりた

いと考えているところでございます。以上です。 
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○畠山委員長 

 他になければ、終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 ２番、次回の委員会について、局長お願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、特に予定はございませんので、委員長と相談しながら、次回の

委員会を決定していきたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ３番、その他で、委員の方からございませんでしょうか。なければ事務局からないですか。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

○畠山委員長 

それでは、第１０回総務文教委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時２３分） 


