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第２回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年２月２２日（水） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１１時５２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年度一般会計補正予算（第６号）の概要について 

  ②平成２４年度清里町予算の概要について 

  ③平成２４年度一般会計当初予算主要施策事業（総務課所管分）について 

  ④総務課所管条例、規約の改正について 

  １）北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

  ２）清里町課設置条例の一部改正について 

  ３）清里町農産物処置加工施設設置条例の一部改正について 

  ４）清里町支所設置条例の一部改正について 

  ５）清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正について 

  ６）清里町長等の給与等に関する条例の一部改正について 

  ７）清里町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の一部改正について 

  ８）町職員の給与に関する条例の一部改正について 

  ９）財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の一部改正について 

  １０）清里町景観条例の一部改正について 

  ⑤第 4 次清里町行政改革大綱について 

  ⑥グランドデザイン策定状況について 

  ⑦清里町移住支援交付金実施要綱・清里町定住支援交付金実施要綱の制定について 

  ⑧定住促進団地の分譲について 

  ⑨町単独補助事業等を活用した地元振興について 

 ●生涯教育課 

  ①清里町生涯学習センター条例の一部改正について 

  ②平成２４年度一般会計当初予算主要施策事業（生涯教育課所管分）について 

  ③公共施設管理公社の見直しについて 

 ●消防清里分署 

  ①平成２３年度消防費補助予算について 

  ②平成２４年度消防費予算について 

  ③救急及び火災出動状況について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 
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○出席委員（６名） 

    委員長  畠 山 英 樹       委 員   勝 又 武 司 

     委 員   田 中   誠       委 員  加 藤 健 次 

    委 員    池 下   昇    委 員  前 中 康 男 

 

 

○欠席委員 

    委 員  澤 田 伸 幸    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○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      河合 雄司 

 ■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     岸本 幸雄    ■学校教育Ｇ総括主査  清田 憲宏 

 ■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁 

 ■消防清里分署長    高橋 俊幸 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長    柏 木 繁 延 

      主  任    鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第２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 

 ３月定例会のため、かなりの量になっていますので、随時進めてまいりたいと思います。１番、

町からの協議・報告事項ということで、総務課、①から説明をお願いしたいと思います。 

 

○総務課長 

 総務課から協議・報告をさせていただきたいと思います。 

 最初に①の平成２３年度一般会計補正予算（第６号）につきましては、実行予算に基づき事務

事業の執行に伴う不用額を減額したもの、それから燃料費の高騰に伴い新たに生じた所要額の補

正、それから不足が見込まれます国民健康保険事業特別会計の繰出金の補正、さらには補助金交



 

- 3 - 

付金確定に伴います財源の振替措置、老人介護保健施設運営に係る余剰金の減債基金の積立など

によりまして、一般会計では２,５９１万２千円の減額補正を行うものでございます。この概要に

つきましては、担当総括主査から説明いたします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、平成２３年度一般会計補正予算（第６号）の概要について、ご説明いた

します。お手元の資料の３ページをご覧ください。こちらには各款ごとの補正額の全体について

記載してございます。 

 最初に歳出よりご説明いたします。表の右側にあります主な内容につきましては、１００万円

以上の補正額を記載してございます。最初に議会費につきましては、大きな額の補正はございま

せんが、期末手当等の減額として１１２万２千円を減額するものでございます。総務費につきま

しては、期末手当を３４９万６千円の減額、共済組合負担金が２２０万４千円の増額、普通旅費

は３００万円、人夫賃を１００万円、それぞれ減額してまいります。また、基金積立といたしま

して１,４０２万９千円を計上しておりますが、これは老人保健施設の収入として生じます介護報

酬と、町が支払う委託料の差額分の積立が主な内容となっております。地域活動推進事業交付金

を１５０万円の減額、工事等の執行が終了しました札弦センターの除去工事、定住団地整備につ

いてそれぞれ２６４万２千円、１８６万１千円を減額しています。総務費の補正額の合計は２１

９万８千円の減額でございます。民生費の補正の主な内容といたしましては、事業費の確定によ

ります減額として、障害者自立支援費が１,９８４万２千円の減額、老人保健施設きよさとへの委

託料１,０１６万５千円がそれぞれ減額となってございます。介護保険繰出金につきましては、保

険給付費の伸びに伴う町からの繰出分として５２７万６千円を増額してまいります。システム改

修１７２万円につきましては、子ども手当の制度改正に伴うシステム改修として増額を行いまし

て、また、子ども手当につきましては不用額として１,３５０万円を減額してまいります。民生費

全体での補正額は３,６９３万円の減額でございます。衛生費につきましては、予防費の検診業務

委託料１３１万９千円の減額。予防接種ワクチン接種扶助を１６３万９千円減額、各種医療対策

費では後期高齢医療給付金１９０万２千円を減額してまいります。乳幼児医療費の扶助について

は、医療費が伸びていることから２００万円を増額し、国保会計の繰出についても、医療費が伸

びていることから２,８００万円増額してまいります。繰出金につきましては、後ほど町民課より

ご説明いたします。衛生費の補正額の合計は２,３５２万円の増額となってございます。続きまし

て、農林水産業費でございますが、団体営土地改良事業負担金として１３５万円の増額。これは

斜網協議会に対し負担を行うものでございます。食料供給基盤強化特別支援事業負担金２２５万

円の増額につきましては、道営事業で実施しております、パワーアップ事業の精算に対する町負

担分として増額するものでございます。林業・木材産業構造改革事業補助９９３万３千円の増額

につきましては、間接補助事業によりまして、林業機械を導入する補助事業でございまして、財

源は全額道費となっております。詳細は後ほど説明いたします。農林水産業費の補正額の合計は

９７２万６千円の増額でございます。商工費につきましては、ふるさと産業まつり負担金の１３

６万４千円の減額を含みます、総体で３５８万３千円の減額補正でございます。土木費につきま

しては、不用額の整理として全体で７００万３千円の減額でございますが、社会資本整備工事請

負費１４１万５千円の減額、土地購入費１０５万５千円の減額、単身住宅工事請負費１１２万円

の減額、これらが主な内容となってございます。消防費につきましては２１８万４千円の減額で



 

- 4 - 

ございますが、清里分署費負担金を同額補正するものでございます。教育費につきましては、ス

ポーツ大会参加補助を１００万円の減額、清里トレーニングセンター費の燃料として１３７万円

の増額が主な内容となっております。なお、燃料費の増額につきましては、この他に記載してご

ざいませんが、保健福祉総合センターで７１万８千円の増額、保健体育総務費で３５万６千円の

増額となってございます。教育費全体の補正額は２１３万８千円の減額でございます。公債費に

つきましては、地方債利子として４００万円を減額してまいります。歳出の現計予算額４７億７

７５万３千円に対しまして、補正額２,５９１万２千円の減額、補正後の予算額は４６億８,１８４

万１千円でございます。 

 続きまして、歳入をご説明いたします。歳入の主な補正内容につきましては、記載のとおりで

ございまして、特異的なものを補正額でご説明いたします。まず町税でございますが、町民税か

ら固定資産税まで合計で３,８１０万円を増額補正してまいります。地方交付税につきましては後

ほどご説明いたします。分担金及び負担金につきましては、６５６万６千円の増額でございまし

て、団体営土地改良事業分担金１６２万７千円の増、保育料負担金５００万円の増が主な内容に

なってございます。使用料及び手数料につきましては、町営住宅使用料２５０万円を含む全体で

は１９０万８千円の増額、国庫支出金につきましては、障害者自立支援事業の実績見込みによる

給付等の減額、子ども手当負担金の減額、過疎地域集落再編整備事業、社会福祉資本整備事業等

の減額がそれぞれ主な内容となってございまして、国庫支出金で３,４３７万３千円の減額でござ

います。道支出金につきましては、障害者自立支援事業の減額、森林環境保全整備事業、林業木

材産業構造改革事業の増額を含みます、全体では３２万４千円の減額となってございます。財産

収入につきましては、立木売払収入を含む８７万５千円の増額、繰入金につきましては、記載の

３つの基金につきまして繰入を減額し、８,８２３万５千円を減額してまいります。今回の減額に

よりまして、基金からの繰入につきましては、平成２２年度の国の緊急経済対策で１,３００万円

の基金を造成し、２３年度、２４年度に分けて使わなければならないふるさと基金、それと２２

年度に全国の皆さんからいただいたふるさと寄附金からの繰入、こちらの合計６６１万円となっ

てございます。諸収入につきましては、介護報酬の増額４００万円、居宅介護１００万円、資源

ごみ売払の増額１１０万円を含む、全体では６８５万６千円を増額してまいります。町債につき

ましては、事業執行に伴う整理を行ってまいりますが、臨時財政対策債３,４６０万円の増額や事

業執行に伴う不用額の整理、また過疎債のソフト事業について充当を含む３,９１０万円を増額し

てまいります。地方交付税に戻りますが、普通交付税につきましては、交付税の算定事務が終了

しており、額が確定しております。通常の年であれば、３月の実行補正段階で保留額について補

正を行いまして、一般財源がオーバーフローすれば基金等に積立を行っております。本年につき

ましては、過疎債における道内の需要額が多く、借入採択の見通しが厳しいことから、借入でき

ない場合も想定しますと、３月専決補正によります財源振替等もあることから、全体補正額の一

般財源の不足分を調整分として、今回３６１万５千円を補正するものでございますので、ご理解

を賜りたいと存じます。歳入の現計予算額４７億７７５万３千円から補正額２,５９１万２千円を

減額し、補正後の予算額は４６億８,１８４万１千円になります。以上が、２３年度一般会計補正

予算（第６号）の全体の概要でございます。 

 続きまして、３月補正の主だった事業についてご説明いたします。資料の４ページをご覧くだ

さい。括弧内の数字につきましては、補正後の全体額を記載しておりますが、説明は省略させて

いただきます。４款衛生費・１項保健衛生費・３目保健各種医療対策費・国民健康保険事業特別
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会計繰出金事業につきましては、国民健康保険事業特別会計の安定的な運営を図るため、繰出し

を行うものでございます。事業費につきましては２,８００万円でありまして、財源の内訳は全て

一般財源でございます。町民課所管の事業となっております。５款農林水産業費・２項林業費・

１目林業・木材産業構造改革事業補助事業につきましては、札弦林材株式会社が事業主体となっ

て導入する林業用機械につきまして、間接補助事業によりまして支援を行うものでございます。

補助率は３分の１以内でございまして、全体事業費に対する町の補助は９９３万３千円でござい

ます。なお、財源内訳は全額道支出金であり、こちらは産業課から説明があると思います。以上

が、平成２３年度一般会計補正予算（第６号）の主な概要でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２３年度一般会計補正予算（第６号）の概要について説明を受けました。委員の

方で、何かございましたら質疑を受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ次に移ります。平成２４年度清里町予算の概要について、お願いします。 

 

○総務課長 

 ２点目の、平成２４年度清里町予算の概要につきましては、別冊の「清里町のことしの仕事」

でご説明申し上げますので、２ページをお開き願います。 

 １点目の、予算編成方針につきましては、清里町の基幹産業の持続安定と住民生活の安心・安

全の向上を基本として編成を行っています。そして、ここに掲げている（１）第５次清里町総合

計画の推進から（５）未来を担う子供達の健全育成と教育力の向上、の５項目を重点に推進して

まいります。 

 ２点目の、各会計別の予算総額につきましては、一般会計から焼酎事業特別会計まで、都合７

会計の予算総額は６０億８,７１１万５千円となっており、前年度の当初予算が５０億８,５４２万

円でしたので、１０億１６９万５千円の増額となっておりますが、前年度は骨格予算で計上して

おりましたので、６月補正後予算との比較では、３億９,１１３万４千円の増、対前年度比１０６．

８％となっております。なお、特別会計別では、介護保険並びに国民健康保険事業、後期高齢者

医療特別会計につきましては、保険給付実績から増額の予算計上を行っております。簡易水道事

業につきましては、施設整備及び起債償還額の減により、前年６月補正後の対前年比９７．１％、

農業集落排水事業特別会計は、起債償還額の減が主たる要因であり、対前年度比９６．１％の予

算計上となっております。焼酎事業特別会計は、製造費の減により対前年度比９５．８％となっ

ております。 

 次のページの一般会計歳入の概要でありますが、町民税につきましては、横ばい状態が予想さ

れますが、固定資産税については評価替えの年にあたりますので減少が見込まれ、町税全体とし

ては前年当初より４３０万円減の４億１３０万１千円を計上しております。地方譲与税から自動

車取得税交付金につきましては、地方財政計画及び景気の落ち込み等の影響及び自動車重量税の

見直しによる減収など、財源影響を勘案してそれぞれ計上しております。地方特例交付金は、自

動車取得税減免措置の継続及び税制改正による減収補填として、３００万円で予算計上いたしま

した。地方交付税につきましては、基本財源となる国税５税の減収が見込まれますが、地域経済
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基盤強化・雇用等対策費として別枠が創設され、国の総額では前年度対比０．５％増の予算が確

保されるとされております。当町においては、対前年度比較１億２,５００万円増の２２億２千万

円の計上となっております。交通安全対策特別交付金につきましては、前年度実績推計による計

上となっています。次の分担金及び負担金につきましては、前年度比較１,２１５万５千円の増は、

道営農地整備事業に伴う受益者負担金及び保育料負担金の増によるものとなっており、総額で３,

８２４万３千円の予算計上となっております。使用料及び手数料につきましては、主に町営住宅

使用料の増により、前年度比２６０万１千円増の１億９５８万４千円となっております。国庫支

出金につきましては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金及び社会資本整備交付金などによ

り、前年対比２億１,３８３万３千円増の、３億６,３５６万円の予算計上となっております。道支

出金につきましては、地域づくり総合交付金などにより、前年対比２５３１万６千円増の１億１,

１８３万６千円の予算計上となっております。財産収入につきましては、前年度比較４０１万２

千円の増となっております。繰入金につきましては、農山漁村活性化プロジェクト事業及びパパ

スランド改修事業などによる基金繰入を、前年対比９７５４万４千円増の１億４１５万４千円の

予算計上となっております。繰越金は前年度同額となっております。諸収入４億４,１５５万円に

つきましては、その内、３億３,８４９万４千円が介護報酬収入となっております。なお、給食費

負担金については２,１３５万７千円を計上いたしております。町債につきましては、５ページで

地方債の借入計画を掲載しておりますが、対前年度比４億５,７４０万円増の６億１,９１０万円の

当初計上となっております。 

 ４ページの歳出の概要につきまして、款別に主な増減の内容を含めご説明申し上げます。議会

費につきましては、議員共済会負担金の減及び議員報酬の改定により、前年当初と比較して５５

１万３千円減の４,８６５万３千円の予算計上なっております。総務費におきましては、地上デジ

タル共聴施設整備事業及び情報通信基盤機器更新事業などにより、前年比１３３４万円増の９億

７,０７０万９千円の予算計上となっております。民生費におきましては、障害者自立支援費負担

金が伸びていますが、子ども手当は制度改正により大幅に減となっております。前年比８７２万

９千円減の５億７,６５７万４千円の予算計上となっております。衛生費におきましては、救急医

療体制づくり事業及び後期高齢者医療負担金の増、保健福祉総合センター管理事業などにより、

前年比１,３１５万２千円増の３億８,７４１万円の予算計上となっております。農林水産業費につ

きましては、農山漁村活性化支援プロジェクト交付金事業や道営整備事業などにより、前年比６

億１,７２５万４千円増の６億７,２１４万７千円の予算計上となっております。商工費につきまし

ては、パパスランド改修事業及びパパスランド管理運営業務委託により、前年比１億３,１４５万

３千円増の２億２５万円の予算計上となっております。次の土木費につきましては、道路新設改

良事業及び公営住宅建設事業により、前年比１億６,１８７万８千円増の３億４,５３０万円の予算

計上となっております。消防費につきましては、分署負担金に係る人件費の増により、前年比８

６２万３千増の１億５,２２７万１千円の予算計上となっております。教育費につきましては、光

岳小学校既存校舎改修事業及び教育振興備品更新事業などにより、前年比５,９４５万６千円増の

３億４,２７８万円の予算計上となっております。公債費につきましては、地方債の元金及び利子

の減により、前年比３,２２１万４千円減の９億２,７６０万６千円の予算計上となっております。

予備費につきましては、前年度同額となっております。 

 次の４点目の、ことしの主な仕事については、５ページから７ページに掲載してございます。 

 ６点目の、１０ページから１４ページの各特別会計につきましては概要が載っておりますので、
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この後、各課から説明がありますので説明を省略いたします。 

 ５点目の、８ページ、９ページは、施設の維持管理経費を一覧にまとめてありますので、後ほ

どご覧いただきたいと思います。以上で、平成２４年度予算概要につきまして、説明を終わりま

す。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２４年度清里町予算の概要について、説明をして頂きました。気づいた点につい

て何かございませんか。 

 無ければ次の、平成２４年度一般会計当初予算主要施策事業について、説明をお願いします。 

 

○総務課長 

 これにつきましては、それぞれ担当の主幹、総括よりご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、財政担当事業の基金積立事業について、ご説明いたします。資料の５ペ

ージをお開きください。２款総務費・２項総務管理費・２目財産管理費・減債基金積立金事業に

つきましては、老人保健施設きよさとの利用者の皆さん等が負担する介護報酬や施設使用料につ

いて、町が負担する施設の管理委託料を差引いて、なお残る額につきまして減債基金に積立を行

い、起債の償還または施設の安定的な運営を行うための備えとするものでございます。平成２４

年度につきましては、４,２２２万８千円の積立を予定してございます。なお、財源内訳につきま

しては、介護報酬の３,８５９万９千円、施設使用料３６２万９千円の合計４,２２２万８千円が、

その他財源となってございます。以上です。 

 

○総務Ｇ主幹 

 私の方からは、中段の１４目行政システム管理費の情報通信基盤機器更新について、ご説明申

し上げます。今回更新対象の機器につきましては、平成１５年度に総務省の情報通信格差是正事

業による補助を受けまして、地域イントラ整備事業として行った事業によりまして導入した情報

通信機の更新でございます。導入後８年を経過しておりまして、ハードウエア、ソフトウエアと

もにメーカーの保守期間が終了しているため、今後重大な障害が発生した場合に対応ができない

状況にあるので、今回機器の更新を行うものであります。情報通信機につきましては、庁舎内外

の通信を行うための重要な機器であるため、障害が生じた場合には行政システムはもとより、内

外のメール通信ですとか、学校業務等が停止するなどの影響が出ることになります。更新機器に

つきましては、現在７台ありますサーバー機器を仮想技術によりまして、２台のサーバーに集約

してまいります。またバックアップ用の機器ですとか、通信用の機器を置き、情報端末、オペレ

ーティングシステムを含みますソフトウエアの更新とシステムの構築費用を含めまして、全体で

１,３６７万５千円を計上するものでございます。以上です。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 次に、３項開発促進費・１目企業振興費の一番下にございますが、移住定住促進事業について、

説明をさせていただきたいと思います。この後ですがこの関係の事業の要綱につきましては、ご
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説明させていただきたいと思いますが、この事業に係ります予算の計上ということで説明差し上

げます。まず、２４年度におきまして行います、移住者に係る住宅取得等に対する支援というこ

とで、交付金制度を創出していきたいということを説明させていただきますが、それに係ります

交付の金額の予算計上という内容でございます。現在のところ新築物件２件、中古物件１件とい

う形の移住者に対します手当としまして、新築物件で最大が２００万円、中古物件が最大１５０

万円で現在進めておりまして、その内、後段説明させていただきますが、数カ年に渡って分割す

るという部分で、２４年度、初年度におきましては、交付確定額の２分の１を交付しましょうと

いう考えでいる案でございまして、その場合に新築２件の４００万円の内、２分の１の２００万、

それから残り、中古物件の２分の１ということを含めまして、合計で２７５万円を２４年度、初

年度分として交付の計上予定をしているということでございまして、事業費が２７５万円、それ

に対しまして財源内訳が一般財源で２７５万円を充てていくものでございます。制度につきまし

ては後ほどの項目でございますので、割愛させていただきます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ２４年度の一般会計当初予算（総務課所管分）で説明がありました。何か委員の方で質疑があ

ればお願いします。 

 無ければ、次に移ります。④条例・規約の改正について、随時説明をお願いします。 

 

○総務課長 

 総務課が所管しております、条例・規約の一部改正についてご説明申し上げます。 

 １点目の、「北海道市町村総合事務組合規約の変更」につきましては、新旧対照表でご説明い

たしますので、６ページの右側の欄の改正後の規約をご覧ください。ここで上砂川町の砂川地区

広域消防組合への加入により、消防関係の共同処理する事務について砂川地区広域消防組合にお

いて取り扱うこととなりますので、事務組合から上砂川町が脱退するものでございます。別表の

第２の１の共同処理をする団体から「、上砂川町」を削ります。また、次の７ページの下の欄で

すが、附則については、地方自治法の規定による総務大臣の許可の日を施行日と定めるものです。

以上でございます。 

 次の２点目については、「清里町課設置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。本件につきましては、第２期自立計画に基づく課の統廃合による効率的な組織運

営に向け、今回、課等の一部再編成並びに事務分掌の変更を行うため、条例の改正をするもので

ございます。改正内容につきまして、資料の８ページをご覧いただきたいと思います。現在、町

長部局の課の設置条例では、５課１室（出納室）、１事業所（焼酎事業所）を、改正後の条例で

は、５課出納室に改め、焼酎事業所の事務分掌を産業課に「焼酎事業に関する事項」を加えます。

附則につきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 また、この清里町課設置条例と関連します、３点目の「清里町農産物処理加工施設設置条例の

一部を改正する条例」について、９ページでご説明申し上げます。本件につきましては、昭和６

０年度に清里町の産業振興を図るため、焼酎の製造と流通を目的に農林省の補助金を受け農産物

処理加工施設を建設し条例を制定してまいりましたが、長年に渡り「清里町焼酎事業所」の名称

を用いてきておりますので、条例の標題を「清里町農産物処理加工施設設置条例」を「清里町焼

酎事業所条例」に改め、第１条の及び第２条の「清里町農産物処理加工施設」を「清里町焼酎事
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業所」に、また、第１条及び第４条の「施設」を「事業所」に改めるものでございます。附則に

つきましては、この条例の施行日を定めるものでございます。 

 

○畠山委員長 

 この関係について、何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 この条例では、焼酎事業所を廃止し、産業課の中に置くということになるんですか。それと関

連の項目なんですが、ただ今、説明のありました９ページの農産物処理加工施設案、何の施設か

と思ったら、焼酎工場の倉庫の関係だったわけですが、今回、この８ページの事業所を産業課の

中に入れるという関係でいきますと、改正後の事業名、清里町焼酎事業所条例と言うのは、ちょ

っとおかしくなるのではないかと。この辺の整合性、考え方については、単純に条例改正案、討

論すべき内容でないのかもしれませんが、基本的に現状のある焼酎工場を今後どうしていくのか。

そういう観点の中から、最善と思われる方法でこういう選択をされたんだと思いますが、その辺

についての説明について。単純に何もなしで、こういう条例の変更はどうなのか。この辺につい

て。 

 

○総務課長 

 まず１点目の、課の設置条例でございますが、町長部局については、５課と出納室と焼酎事業

所と位置付けされております。これを第２期自立計画の課の統廃合により、効率的な組織運営、

それと合わせまして、焼酎事業所においては農産物の加工を当然行っておりますし、販売等につ

いては、商工観光等も大いに関連ございますので、統廃合することによって事務の効率化、運営

の効率化を図ってまいりたいと考えております。それが１点目の課の設置条例の変更でございま

す。 

 それから２点目の、農産物加工施設を焼酎事業所に改める件につきましては、既に焼酎事業所

の名称を用いて、いろんな宣伝広告あるいは焼酎の販売等を行っていますので、農産物加工施設

の名称を焼酎事業所に改めるものでございます。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 言っている意味はわかるんですが、それらについて重要案件の中で、そうすることによっての、

例えば焼酎事業の関する今、言われたことは今までと同じようなこと。その中で、産業課の中に

きちっと入れて、その効果の出る方法って言うか、内容って言うか、施策って言うものが具体的

にどういう形なんだっていうものが、この条例改正の前にきちっと論議されて、あるいは提案さ

れてしかるべきなのでは。この施設の部分に関して、所として置くことは、課の中にその部署を

きちっと。この辺、今現在事業所としてあるっていう形の中から、今度焼酎事業所に関しては、

産業課の中に入れますよと。１つの課の中の係にしますよという感覚だと思うんですよね。係で

すよと言いながら、施設については焼酎事業所と言う。何か一貫性って言うか、その辺の取組む

内容が。 

 

○総務課長 
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 課の設置条例と焼酎事業所の関連でございますが、例えば保育所についても、児童福祉等の業

務については保健福祉課の所管事務です。ただ、保育所という名称を用いて、所長なり職員を配

置しています。それで、焼酎事業所の課の統廃合につきましては、先ほど申し上げましたように、

自立計画で合理的な課の組織の運営。それと合わせまして、焼酎の製造とか販売、促進等につい

ては、大いに商工観光も関連してきますので、産業課の一部分に入れて一体的に効率的な運営を

行ってまいりたいということでございます。 

 

○加藤委員 

 言葉ではわかります。実態、現状における焼酎事業所の中から、今後産業課の中に入れた時に、

どういう形でさらに良くなっていくのか、なっていかないのか。そういう計画、当然良くなって

いくということでしていくわけですから、課長が言われた販売に対しては、産業課の中に入れる

ことによって、こういう体制の中で、こういうように販売能力が上がって、販売が増えていきま

すよとか、あるいは事業の展開の中では、ある意味では今の独立した事業所ではなくて、産業課

の中に入れることによって、製造コストやいろんな部分が逆に下がって、結果として本来の目的

である焼酎事業所の内容が充実していきますよという、その辺について、きちっと説明されてか

ら、だからこうするんだと。何にも無しにこうしますよと言っていて、それでなくても、焼酎事

業そのものが大きな柱で観光面できたわけですよ。ここで離すんじゃなくて、中にもう１回入れ

ますと言うこの内容については、十分に内部でも討論されたと思うんですが、その説明について、

議会に説明は何も無かったのか、どうなのか。私も委員会で聞いていなかったのかもしれません

けども。その辺についての方向性をきちっと出してからの論議のような気がしますが。 

 

○畠山委員長 

 他の方は、ございませんでしょうか。 

 

○池下委員 

 今まで単独でずっと事業所としてやって来たのに、何で今頃そういうふうに産業課に置くのか。

目的は何なのか。単なる経費節減だけなのか。焼酎事業にやる気を失っちゃったのか。そういう

ふうにも取れるんだけど、どうなんですか。 

 

○総務課長 

 この課の統廃合は、平成２０年度においても、当時、総務課と企画振興課が統廃合を行ってお

りますが、自立計画においても、職員の定数は平成２６年で８０名体制、それから合理的な課の

運営と、これらの流れに沿った中で今回、焼酎事業所の所管については産業課の事務分掌とする

ということで、全体的な流れの中でこういう方向になりました。 

 

○池下委員 

 流れの中でやるって言う、言葉的にはわかるんだけども、何で今頃っていうのがあるんですよ

ね。そうやって中に入れるんだから最初から中に入れて、販売するとか、開発するとかというの

は、逆に行政がタッチしないで民間でやらせた方が良かったんじゃないのかとか。そういうふう

に思いますけど。こうやって、焼酎が今低迷している状態はわかるんですけども、やる気を失っ
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ているんじゃないかと見えるですけども。統廃合という言葉的には良いけども、今まで長年ずっ

と事業所を置いてやってきたのに、簡単に統廃合って言う言葉で片付けちゃって良いのか。 

 

○総務課長 

 今回の条例の変更と言うのは、決して焼酎がやる気を失っているとか、そういうことではなく

て、合理的な課の運営と合わせまして、産業課の中で当然商工観光も所管しておりますし、農政

関係も所管しておりますので、その中で一体的に行っていきたいということで、決して後ろ向き

なことではございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 基本的には理解はできるんだけども、急にそちらに行ったり、こっちに行ったりと理由付けも

無しに、誰も絶対にだめだということではないと思っております。ただ、これからどうしようか

と言った時に、こう変えるかと。だけど、あなた方が言っている理論と言うのは理解はするんだ

けども、我々はちょっと今までと動きが違うなという部分の変な捉え方かな。変な誤解をされや

すい。もう少し道順を踏んでお話をしていただければ、理解をものすごくできそうな気がするん

だけども。 

 

○総務課長 

 いろんなご意見があると思いますが、一つの流れとしては合理的な課の組織の運営、もう一つ

については、焼酎事業所を産業課の所管にすることによって、効率的な事業運営を図るために、

課設置条例を変更するものでございます。 

 

○加藤委員 

 産業課の中に入れなくても、産業の中の大きな柱だったわけです。と言うことは、課の中に入

れないと焼酎事業に関しての支援をしていなかったのかということになるんです。そうではない

と思います。町が一緒になって真剣になって、産業課もあるいは全職員一体になって、こういう

努力をして来たのだろうと思うわけです。今、委員長が言われましたけども、それがだめだと言

うのではなくて、焼酎事業のそのもののあり方、方向性、例えば、外部に一部の業務委託ができ

ないのか。あるいは、販売の方法の考え方をどう見直していかなければならないのか。そういう

形の中で、どういう方向を見出していくことが、今後の焼酎工場のあり方なんだという論議は、

町も議員も皆さんがいろんな形で思っていたけども、ここに来て前任の所長が亡くなり、いろん

な形の中から皆でどうしていくんだと。いろんな形の中で考えて、論議しようかと言う時に、単

純にポンと入れようかっていうことだけでどうなのか。これは少なくとも、現状の事業所の所長

の出席を求めて、そこら辺の話をきちっと聞いた中で、提案されるならされるということで良い

ですけども、その辺の十分な説明で、これをすることによって、今後焼酎事業の内容、同じよう

にやっていくんだけども、こういうことをして、こういう展開になっていく。だから、今回あえ

て産業課の中に入れましたと言う、その辺が無ければ、ただやって、言葉では軽視していません、   

してませんと言いながら、産業課の中に入れて結果として、良い方向に向いて行くなり、経費の

削減にも繋がればいいけども、どうも単純に推移していってしまいそう感じなので。その辺、十

分な論議がなされたと思いますので、事業所の所長が考え方を十分に説明した中で、この論議を
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進めていく、提案されるべきだと思いますので。提案されたんですけども、その説明をいただく

方法が良いような気がするんですけども。 

 

○畠山委員長 

 局長、これらの関係について。 

 

○事務局長 

 この提案については、課の設置条例の提案でございますので、事業所の将来方向なり何なりは、

総務課長に答弁願うのはなかなかしんどいのかなと言う気がします。ですから、ここは１回締め

ていただいて、事業所の所長にその考え方を今伝えて、いつの時点が良いのか協議しますが、焼

酎事業所の将来方向をどう考えての条例改正なのかということについては、所長に説明員として

来ていただくという形にしたいと思います。 

 課長、それで良いですか。 

 

○総務課長 

 はい。 

 

○前中委員 

 僕は機構改革は絶対に必要だと思います。その中で、今まで焼酎事業所の責任所在がやはり明

白に無い中で、昭和６０年から焼酎事業所を執り行って来たんですけども、責任の所在が見え隠

れして。そんな中で、繰入金の中でその部分で人件費等の部分を最大限繰入額という形で補って

いったと。そういう部分で、やはり機構の中でどこかの５課の中で執り行うのであれば、一番手

っ取り早いと言う言葉はよろしくないのですが、産業課がやっぱり考えられる部分かなと。そこ

にはやはり引継ぎとして、副町長のき然とした今後に向けた事業計画の説明の上で、その産業課

に置くという懇切丁寧な説明はいただかないと、ただ一方的な条例改正、一方的に産業課に含め

ますよということでは、今後の見られ方の中では厳しいのではないかという部分では。構造改革

については、大変良いことではないかと思っております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○事務局長 

 その部分につきましては、この後の産福で、焼酎事業所の協議・報告がございますので、その

段階でよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 この関係については、後ほどということで。 

 次、お願いします。 

 

○総務課長 
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５点目の、「清里町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」について、

ご説明を申し上げます。本件につきましては、特別職等報酬審議会において審議を賜り、今回提

案する報酬等の額の改正内容について、答申をいただきましたので、改正条例を提案するもので

ございます。なお、清里町特別職等報酬審議会条例第２条では、町長は、議員等の報酬額及び町

長、副町長、教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとする時は、あらかじめ当該報

酬等の額について、審議会の意見を聞くものとされております。 

 それでは、改正内容につきまして、１１ページの新旧対照表でご説明いたします。条例の別表

第１の表中、議長につきましては２８万５千円を２８万円に、５千円の減額、副議長は２３万５

千円を２３万に、５千円の減額、常任委員長及び議会運営委員長は２１万８千円を２１万円に、

８千円の減額、議員は２０万円を１９万円に、１万円の減額に、それぞれ改正をするものです。

附則につきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 次に６点目の、「清里町長等の給与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、特別職等報酬審議会の答申に基づき、改正条例を提

案するものでございます。今回の改正は、町長及び副町長の給料月額について、改正を行うもの

でございます。それでは、改正内容につきましては、ご説明申し上げますので、１２ページをお

開き願います。第３条の町長の給料に付きましては、７８万円を７３万円に、５万円の減額、副

町長は、６３万円を６０万円５千円に、２万５千円減額する改定となっております。附則につい

ましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 それから７点目の、「清里町教育委員会教育長の給与及び勤務時間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、特別職等報酬審議会

の答申に基づき、改正条例を提案するものでございます。今回の改正は、教育長の給料月額につ

いて、改正を行うものでございます。それでは、改正内容につきましては、１３ページをお開き

願います。第２条の教育長の給料に付きましては、５６万５千円を５４万円５千円に、２万円減

額する改定するものです。附則についましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定め

るものでございます。 

 次、８点目の、「町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について、１４ページ

でご説明を申し上げます。今回の条例改正は、昨年９月の人事院勧告におきまして、平成１８年

度から２１年度まで４年間にわたり給与構造の改革として、昇給の１号俸抑制が行われてきまし

たが、経過措置の完了により、平成２４年４月おいて３６歳未満の職員の給与均衡を図るべく２

号俸、３６歳以上４２歳未満の職員については、１号俸の回復措置が図られることになりました

ので、条例附則第１項として「施行規則」第２項として「平成２４年４月１日における号俸の調

整」を加えるものです。 

 ここで、地域主権改革一括法施行に伴う条例改正について、ご説明いたします。この経過につ

きましては、平成２２年６月に閣議決定された地域主権戦略大綱を踏まえ、平成２３年５月２日

と８月３０日に地域の自主性と自立性を高め、改革の推進を図るため、地域主権一括法が公布さ

れております。この、地域主権一括法では、事務を執行する権限の一部を市町村に移譲するほか、

これまで国が法令により全国一律に定めていた基準を、市町村が自らの判断で条例を定めること

が必要になってまいりました。ただ今ご説明をいたしました、地域主権改革一括法に関連する条

例改正で、平成２４年４月１日から施行される条例と致しましては、財産の交換、譲与、無償貸

付等に関する条例、清里町景観条例、清里町生涯学習総合センター条例、清里町公営住宅条例、
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清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例、緑ダム管理条例、清泉頭首工及び江鳶

頭首工管理条例、の７件が該当しますので、それぞれ所管委員会に所管する課からご説明いたし

ます。 

 総務課が所管いたします、９点目の「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改

正する条例」について、ご説明申し上げます。この件につきましては、第２次地域主権一括法に

よる、地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第５条が削除されたことにより、国などに

対する寄付等の制限がなくなりましたので、条例を改正するものでございます。それでは、改正

内容につきましては、１５ページをお開き願います。改正後の条例第３条では、「国又は他の地

方公共団体」に、第４条及び第５条では、「国若しくは他の地方公共団体」に、第７条では「国

若しくは地方公共団体」に改めるものであります。附則につきましては、この条例の施行日を平

成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 次に１０点目の、清里町景観条例の一部を改正する条例について、１７ページでご説明申し上

げます。この件につきましては、第２次地域主権一括法による、景観法の改正により、同法第８

条３項は、同条第４項に繰り下げられましたので、条例を改正するものでございます。附則につ

いましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。以上でござい

ます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、条例の改正について説明を受けたわけでございますけども、この関係について何かご

ざいませんか。 

 無ければ、次に移ります。 

 それでは、⑤第４次清里町行政改革大綱について、お願いいたします。 

 

○総務課長 

 ５点目の、第４次清里町行財政改革大綱についてでありますが、昨年１１月に行財政改革推進

委員会に諮問を行い、去る２月１日答申をいただいております。それを基に第４次行財政改革大

綱の原案を作成し、２月末までの日程でパブリックコメントの実施しておりますので、この原案

について、担当主幹からご説明いたします。 

 

○総務Ｇ主幹 

 それでは私の方から、第４次清里町行政改革大綱についてご説明いたします。課長の説明と重

複する部分がございますが、説明させていただきます。 

 この大綱の策定にあたりましては、清里町行政改革推進委員会におきまして、３回の審議を行

い、去る２月１日に答申をいただいたところでございます。現在は、答申に基づきまして、大綱

の原案を策定し、町民意見提出手続き、パブリックコメントですが、こちらにおきまして、意見

を２月２９日までの期間で募集をしている段階でございます。パブリックコメントの終了後は、

意見の提出があれば内容の検討と意見の反映を行い、大綱の策定を行ってまいります。大綱の基

本方針といたしましては、従前の行財政改革大綱や自立計画を基に、従来から取組んできた改革

に継続して取組むものでありまして、計画期間は平成２４年度からの３カ年とするものでござい

ます。 
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 内容についての説明をいたしますので、別冊の方をご覧ください。１枚開いていただきまして、

１ページ目では、１として行財政改革の経過として、平成８年度からの取組みについて記載して

おります。また、２といたしまして行財政改革の方向性として、住民参加と協働・共創のまちづ

くりの視点に立った新たな行財政改革の指針となるよう、本大綱を策定するものとしております。

２ページ目をお開きください。２ページでは、３番として行財政改革の基本方針として、改革に

継続して取組むものとしておりまして、行財政改革の継続、効果的・効率的な改革の取組み、基

本的な取組み項目を掲げております。また、４番として計画期間は、平成２４年度から２６年度

までの３カ年を計画期間と定めているところでございます。３ページから６ページでは、５番と

して行財政改革推進項目として、（１）事務事業の見直し、（２）公共施設の管理運営の見直し、

（３）定員管理と人材の育成及び給与の適正化等、（４）地域協働の推進、（５）行政の情報化

の推進、（６）財政運営及び財産管理、の６点を掲げており、括弧の特徴のある部分について、

説明させていただきます。まず、３ページの事務事業の見直しの中でございますが、効率的な組

織運営ということで、こちらに記載のとおりですが、後段の方にあります更なる効率的な組織運

営を図るため、組織の機構について検討します、といった形で、これは従前より書かれておりま

すが、組織の効率化について進めていくといった形の記載をしております。次に、行政運営の見

直しでございますが、行政事務を「新たに実施するもの」「廃止すべきもの」「民間活力を導入

するもの」などに選別し、見直しを行いながら適正な行政運営を推進します。また、見直しにあ

りましては、円滑に行政事務を実施するために、十分な体制整備をしながら行っていくという形

の記載になっております。次に、広域行政、広域連携等の推進でございますが、中段２行目の後

ろの方からですが、広域でサービスを提供できる業務については、近隣市町村との協力体制につ

いて検討を図ります。また、中心市と周辺町村が協定を結び、医療、教育及び産業経済などで都

市と地方が支え合う「定住自立圏構想」について検討します、といった形で書かれています。こ

れは、以前の自立計画の中にも入っていたわけですが、お互い市町村として相手のあることでご

ざいますので、検討という形で書かせていただいているところでございます。次に（２）の、公

共施設の管理運営の見直しについてでございますが、こちらにつきましては、第２期自立計画に

よる取組みを踏まえながら、公共施設管理公社による施設管理の見直しや利用者のニーズ、利用

状況などを的確な把握に努めて行くということで、公共施設管理公社の部分について、若干ここ

に記載をさせていただいております。次のページをお願いいたします。４ページの１番上ですが、

指定管理者制度及び業務委託の推進ということで、簡素で効率的な施設運営を推進していく上で、

指定管理者制度や業務委託の導入が効果的である場合は、積極的に導入を図るといった形の記載

をしているところでございます。続きまして（３）の中の、定員管理の適正化でございますが、

第２期自立計画の中で、平成２６年度の目標定員につきましては８０名ということで、記載がさ

れておりまして、そちらの方に向けて計画の達成を目指すという形の記載をしているところでご

ざいます。ただ今後も、多様化する住民サービスに対応できるよう、適正な定員管理に努めます

ということを、書き添えてございます。こちらにつきましては、職員が減ることによって、サー

ビスが低下しては何もなりませんので、サービスを確保するために、むやみに職員数を減らすわ

けではないですよ、と言ったような記載にしているものでございます。それから、次のページの

５ページの（５）行政の情報化の推進の中の、行政サービスの向上の項目なのですが、こちらの

方では、情報化の推進を図りながら、インターネットを活用した行政サービスの提供など、住民

の利便性の向上について検討しますということで、これは従前から言われていることですが、昨
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年までに光ファイバー等の情報網が整備されましたので、これらの情報化資源の活用により、住

民が健康で安心して暮らすことができるよう、保健福祉分野でのサービス提供を検討するなど、

行政サービスの向上に努めますということで、書き加えているところでございます。次に（６）

の財政運営及び財産管理についてでございますが、この中の適正な財政運営ということで、この

１番下ですが、収入の確保については、町税及び使用料等の収納率向上等に努めるということで、

努力してまいりたいということでございます。それから、受益と負担の適正化ということですが、

使用料・手数料の随時見直しを行いながら、行政サービスに見合った受益の負担の適正化を図り

ながら自主財源の確保に努めてまいります。また次の、補助金等の適正化についてでございます

が、補助金等については、行政として対応すべき必要性及び費用対効果、経費負担のあり方等を

明確にし、点検・検証を行っていくといった形でございます。ここで書いている補助金につきま

しては、団体補助等の関係について書かせていただいているものでございます。次に６ページで

ございますが、１番上の財産の活用及び処分についてでございます。財産等の活用について、従

来の整備を行ってきたところでございますが、更に進めるということで、遊休資産の活用を図る

とともに、町有不用財産、これは土地・家屋でございますが、こちらの売却に取組んでいくとい

ったことで、あえて書かせていただいたところでございます。最後になりますが、６ページの６

番目、行財政改革の推進ということで、行財政改革の推進体制、進捗状況等の周知の方法また評

価の方法について、こちらの方に記載をさせていただいているところでございます。 

 簡単でございますが、以上で、行財政改革大綱の説明に代えさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、行財政改革大綱についての説明がございました。何かございませんか。 

 

○池下委員 

 大綱ということで説明があったんですけども、具体的な計画の策定というのは、大体いつ頃に

なるんですか。 

 

○総務課長 

 今回、大綱で答申をいただいております、そして原案を策定して、パブリックコメントを募集

しておりますが、これが決定し次第、平成２４年度の早い段階に実施計画を策定して、行財政改

革を推進してまいります。 

 

○池下委員 

 ２４年度の早い段階でって言うことであるならば、何をやるにしても財政的にしっかりしたも

のを作っておかなければならないと思うんですが、２４年度の財政計画の中に入っているのです

か。 

 

○総務課長 

 まずこの大綱を策定して、これに沿った具体的な項目については、実施計画ということで具体

的な項目に出して、目標を定めて３年間で実施してまいります。それから、予算に反映されてい

るかどうかですが、大綱というのは大雑把と言うと語弊がございますが、大項目で出てきていま
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すので、具体的にこの分がこの予算に入っているとか、そういうものでは無いと思います。 

 

○池下委員 

 と言うことは、２４年度の予算の中には入っていないと捉えて良いのでしょうか。２５年度か

ら実際には予算付けをしてやるということで捉えた方がよろしいのでしょうか。 

 

○総務課長 

 中には入っているものもあるし、入っていないものもあります。 

 

○畠山委員長 

 ものの捉え方、考え方については、お金のかからない部分もあるので。 

 

○前中委員 

 参考までに聞きたいが、パブリックコメントを募集していると思いますが、どのような状況で

しょうか。 

 

○総務課長 

 今のところ無いです。役場、生涯学習センター、札弦センター、緑センターにも同じものを置

いて意見を聞くことにしています。 

 

○勝又副委員長 

 １点聞きたいんですけども、細かいことを言って申し訳なんですが、（３）の４ページの定員

の管理の適正化について、課長からもこの計画自体が大雑把でと言う話でしたので、あまり指摘

するようなことではないと思いますが、２６年の目標定員が８０名と定めて計画の達成を目指す

と言っていながら、住民サービスに対応できる適正な定員管理をする、となっているが、一体ど

っちにするんだと。減らすつもりなんだけども、減らさないところもあるみたいな感じに捉える

んですが。 

 

○総務課長 

 それについては、まず第２期の自立計画で、平成２６年度で８０名体制。今現在の職員体制は

８２名です。それで、２名は上回っていますが、その前に指定管理者とか業務委託の推進とか、

例えばそういうものを委託なり指定管理に出すことによって、そこで、１人なり２人なり人員的

に減らすことが可能かなと思います。いずれにしても、２６年８０名体制は、本当の間近になっ

ているから可能だと思います。ただ、住民サービスの低下をさせないように、施設の管理運営等

については、委託等を今後検討してまいりたいと考えております。 

 

○勝又副委員長 

 現実的なそういうような部分の数のことを言ったのではなく、一つの書き方の中での適正な定

員管理っていう形が、減らすって先に述べておいて、減らさないみたいな。そんな感じで捉えら

れるかなと、ちょっと感じたものですから。 



 

- 18 - 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。 

 無ければ次に移ります。⑥グランドデザイン策定状況についてということで、お願いします。 

 

○総務課長 

 ６点目の、グランドデザインの策定状況につきましては、先月、第１回総務文教常任委員会で

報告を致しましたが、説明に不十分な点がありましたので、再度、報告をさせていただきたいと

存じます。グランドデザインの策定にあたりましては、平成２２年度に策定した「第５次清里町

総合計画」の基本構想及び基本計画などを、具体的にわかり易く図案化・デザイン化をするもの

であります。従いまして、総合計画を策定後に生じました新たな国の政策に対する対応、地域社

会や経済状況、雇用環境に応じた取り組みなどについては、新たな政策課題として、予算を含め

た町の対応策などの政策については、所管常任委員会と十分に協議してまいりたいと考えており

ますので、ご理解をいただきたいと存じます。この原案について担当主査からご説明いたします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは前回も含めまして、グランドデザイン策定状況ということで、ご説明したいと思いま

す。前回、現行案ということでお示しをしまして、いろんな行政の課題ですとか、いろんな法定

関係も含めて、お示しをさせていただいたところでございますが、委員の皆様からいろいろなご

意見をいただいて、現在の進捗、そして改定して、お手元に提案として出させていただきたいと

思います。中身としましては、目次を１枚めくっていただいて、４部構成という形にさせていた

だいております。１部、２部につきましては、計画の策定の経緯関係、そして清里町の現況、第

２部につきましては、土地の利用状況、こちらにつきましては清里町は特別な区域ではございま

せんので、農業振興地域、それから市街地の形成等をもちましての土地利用、そして景観行政団

体ということでございますので、市街地、農村地域、それから森林の国有林も含めた地域という

３地域の景観の考え方につきまして、２部で述べさせていただいているところでございます。３

部、４部につきましては、前回までにいろいろとご指摘がございました、総合計画に基づきまし

て、現在、既往で行っております事業関係、そして進行中で２４年度には皆さんに公表させてい

ただいている事業の関係を掲載させてもらっているところでございます。１部、２部については

割愛させていただきます。前回説明した部分でございます。３部につきましては、住宅の関係、

後ほどご説明しますが、定住団地の関係、整備関係、江南フラワーパークの植樹の関係、花緑の

一部の関係、そして道路の関係につきましては、将来必要な部分と思われる計画として載せてい

る図面が４枚ほど。そして観光関係、３４ページになりますが、パパスランドの関係になります。

現在、実施設計が最終段階にございまして、その中で、ラフなイラストでございますが、イメー

ジということで説明をさせてもらっています。ですから正式な部分につきましては、今後所管か

ら出てくるわけでございますが、町民の皆様にもこういうイメージで２４年度進んで行きますと

いう内容になっているものでございます。その後ですが、主な施策事業ということで、これまで  

してます３６ページ以降になりますけども、重点項目としましては、花緑、健康づくり総合対策

事業、子育て支援事業というのが、総合計画によります重点プロジェクトということでございま

すので、この項目につきまして、現在継続のものと合わせて項目にさせてもらっているというと
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ころでございます。そして、地域振興事業ということで、昨年の６月補正以降の部分で既に実施

をして取組みをさせてもらっておりますものと、一部、２４年に展開するものにつきまして、表

現を載せてまとめさせてもらっているところでございます。事業の関係につきましては、本日先

にお話を差し上げました、今年の仕事の関係資料、さらには、この後の３月定例会で、皆様には

予算を含めて事業関係のご審議をいただくところでございます。その最終的な部分につきまして

は、毎年度の部分は、今年の仕事の全戸配布版を毎年５月に配布させてもらっております。それ

によりまして、情報を町民の皆様に差し上げていく。そしてそれは既に、皆様にご審議いただい

て進めていくものですよということで、町の要請関係の予算決算等を含めた情報の周知、そして

グランドデザインにつきましては、概ねこれからこういう形で進めていきたいというイメージの

ものを、まず町民の皆様にも配布をしていきたいという考えの冊子でございますので、皆様のご

理解をいただきながら作成を行っていきたいと思っているところでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今の、グランドデザイン策定の状況と言うことで説明を受けました。委員の方で何かござ

いませんでしょうか。 

 

○池下委員 

 ちょっといいですか。パッと見たんですけども、学校の跡地の利用について一切入っていない

ですけども、その辺はどうなんですか。 

 

○総務課長 

 それについては、平成２２年度に策定した総合計画を基にして策定しております。従いまして、

その後に生じた問題等については、それぞれの年度の予算とか、町の施策の中に反映してまいり

ます。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 他、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） 

○畠山委員長 

 それでは、⑦についてお願いします。 

 

○総務課長 

７点目は、清里町移住支援交付金及び定住支援交付金実施要綱の制定につきまして、説明した
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いと思います。この件については、先月の委員会で概要を説明しておりますが、それに基づき、

平成２４年度実施に向けて実施要綱を作成しておりますので、担当主査からご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それではまず、１８ページの方の清里町移住支援交付金実施要綱の部分の説明をさせていただ

きたいと思います。先月、概要のお話を差上げたところでございますが、今回は要綱ということ

で、制度関係の説明をさせていただきたいと思います。目的ということで、１条に定めてござい

ますが、移住していただきたいという旨の趣旨で記載をさせていただいております。２条の定義

にまいりますが、前回までにお伝えしている部分でございますが、この制度によって対象となる

部分の定義ということになりますが、まずは新築の住宅を建てていただきたい。町内のどこでも

結構です。同じく、どこかの事業者から新築の物件を販売するというものの行為を受ける方も対

象にいたします。そして、現在の既存の住宅があります、中古として販売がなされたもの。こち

らにつきまして、購入して入居をする移住者の方ということで、３パターンについて、交付金の

支援対象としていくというのが２の定義の部分でございます。そして２項目にまいりますが、移

住者の定義でございます。まずは移住者。過去１年間に清里町の履歴が無い者、住所履歴が無い

という方。外から確実に来ましたよという、過去１年間の履歴を確認させてもらって移住者と呼

ばさせていただきたいと、要綱ではこのように考えております。但しと言うことで、除外の関係

が３項にございまして、いわゆる後継者ですとか、Ｕターンで帰って来られた方については、３

親等以内ということで、こちらでも準備をさせていただいたんですが、後継として戻って来て事

業を受け継ぐ方、もしくはそれに就労する方という者については、除外をさせていただきたいと

思います。ただ、この後説明します定住の方の要綱で、例えば家を建てるですとか、そういった

部分には対象になるということにしたいと思います。Ｕターン関係者でこちらに経済基盤が十分

にある方につきましては、移住者という扱いからは外させてもらっているという意味の項目でご

ざいます。それから４項目、住宅のこの２条の（２）でございますが、新築住宅の定義ですが、

新築住宅の建売りの部分につきましては、この要綱が制定されてから販売になるもの。今、売っ

ている建売りがもしあった場合については、この要綱には対象にならないということで、この要

綱が始まってからの物件の対象とさせていただきます。一定の物件の整備をさせていただきたい

という意味合いでございます。３条の方にまいりますが、申込みの要件ということでございまし

て、３条以降の件にございますが、要件を満たす個人に限り１回という形で、重複の交付を避け

ていくという形で考えています。（１）から（５）にございますが、清里町内に住居する住宅等

の所有がないこと、（２）５年以上の住居が見込める者ということで、お願いをしていくという

ことになると思います。（３）でございますが、住宅の取得後は所有権者となる、持ち分所有を

含むということで、いずれにしましても、所有関係の確認が取れる形にさせていただきたいと思

っております。（４）ですが、６５歳未満という形で年齢制限を設けさせていただいております。

（５）として滞納が無い者。事業の適切な交付先としまして、これらの状況が無いものとしてさ

せていただいております。４条の関係ですが、前回でもご説明させていただいておりますが、新

築、建売物件につきましては、１件につき５０万円ということを基本とさせていただきたいと思

います。２項にまいりますが、中古住宅にあってはということで、当該住宅の取得価格を交付額

としますと。ただし上限を５０万円。ですから、どのような交付額であっても交付額５０万円に

超える場合においては、５０万円を頭切りという設定の文章になってございます。それから３項
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ですが、住宅の取得の持ち分の関係についてでございます。区分所有がある場合については、区

分所有相当分に当たる額を交付するということで、２分の１であれば２分の１相当という形の割

り込みをさせてもらうものでございます。４項でございますが、清里町内にあります建設事業者

によりまして建てられた住宅、もしくは建売等の住宅の購入につきましては、加算としまして５

０万円を行うということでございます。次の１９ページにまいりまして、５項目でございますが、

こちらは子供が小学生以下の世帯の加算の要綱でございます。１人につき５０万円の加算を行い

ます。加算の上限は１００万円としますので、２人で１００万円で頭切りというような設定でご

ざいます。６項目ですが、前回のこの部分では移住の関係については、３年間の分割でというこ

とでご説明いたしましたが、３条にもございますが、５年以上の居住と合わせた部分で整合性を

取らせていただきたいと思います。５年の分割として改めまして、再度要綱を提出させてもらい

ました。５年間の分割で交付を行って、交付対象年において居住が無いという場合は打ち切るこ

とができると。ですから、５カ年で各年のチェックの上、交付をしていくという形で進めたいと

思っています。但し以降につきましては、不慮等につきまして申込者が亡くなった場合について

は、その相続でご家族が引続きここで暮らしますよというようなことが起きた場合については、

残りの年数を対象にしても良いのではないかという、継続できるという形への条項で設けさせて

もらっております。分割交付についての設定について別に述べさせていただきたいと思っており

ますが、５カ年での割り返しという形で考えております。７項目は、端数の調整の条項でござい

ます。５条につきましては、交付申請についての要綱でございまして、基本的には清里町の補助

金の規則がございます。そちらに合わせまして、必要な今回の事業に係る書類の提出を求めてい

るということでございまして、建設関係が伴えばその分の関係書類、そして納税証明、契約書等、

実際に建設を行うのがわかるものの書類を求めていくということでございます。６条は実績報告、

同じでございますが、こちらは世帯の人数が住まわれるのかといった部分の、実績にかかる提出

書類の提出、そしてきちんと住宅建設に関して確認を取っていくという形の関係書類を集めるも

のでございます。７条ですが、これ以外の定めにつきましては、町長と協議しまして事務的に再

度詰めていくという意味の条項でございます。附則になりますが、２４年４月１日からの施行で

考えております。また、この要綱は３カ年ということで、平成２６年度ということで考えており

ますので、平成２７年３月３１日で効力を失うということで、考えているところでございます。

但し、と言うことで、５カ年に分割するという文がございますので、この要綱で交付決定を受け

た方が、この要綱自体が効力を失った後も、交付金を受けていくという制度になろうかと思いま

す。ですから、経過措置として、このような文章になると。例を申し上げますと、２７年の３月

に交付を受けた方は、この要綱は失効しますが、当然それから５カ年住めば受ける権利があると、

継続していきますよという経過措置の表現でございます。続きまして、２０ページの方に同様に

ありますが、定住の支援交付金の要綱のご説明を申し上げます。１条の目的につきましては、同

じく定住を支援していきたいということでございますので、割愛させていただきます。定義です

が、こちらの方も先ほどと同じ物件としましては、新築の住宅を建てる方、（２）としまして新

築の建売住宅を購入する方、そして中古住宅を購入する方という３パターンにさせてもらいたい

と思います。定住の方でいきますと、ここの部分では２条の第２項ということで、この要綱の施

行後に販売をなされた建売住宅が該当しますよというくだりを、２条に載せているところでござ

います。申込者の要件の３条になりますが、こちらにつきましても、個人に限り一生に１回と言

う申込みで考えているところでございます。（１）から（５）につきましては考え方は同じです。
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先ほどの移住関係と同じでございます。６項に限りましては、現在居住する方、賃貸契約等に基

づいた借家等に居住の者であること。ですから、公営住宅とか第３者の賃貸住宅に入っている方

という形の方が、新築はもちろんのことですが、中古住宅等を取得して、長く清里に住んでもら

える方のみという方の条項でございます。例えば、親族の方から無償で提供を受けている方につ

いては、中古住宅を購入する場合については、それまでのコストですとか基盤関係も含めて、そ

ういった方はちょっと対象にならないという形のくだりでございまして、あくまでも借家から清

里に根を下ろしてもらう意味合いでの条項設定でございます。４条の方にまいります。交付金で

すけども、最初の件ですけども、地方税法に基づく固定資産税、それぞれに住む家屋に係る固定

資産税を基準として算出させていただくということでございます。２項の方は、これにつきまし

て持ち分のある方は持ち分相当に対応させていただくということでございます。３項目でござい

ますが、同じく５年間で分割交付ということと、それから合わせまして、相続される方がいらっ

しゃった方には、給付を受けられるように設定、住んでいなければ当然打ち切りという形で表現

は同じでございます。４項目でございますけども、交付金の端数は切捨てる条項でございます。

２１ページにまいりまして、５条、それから６条、同じですが、先ほど来同じように、それぞれ

入居される状況、それから定住で住まわれる方の状況関係の確認できる関係書類をいただきまし

て、交付に代えていきたいという部分でございます。７条につきましては先ほどと同じく、町長

委任の条項関係。そして附則ですが、同様の説明になりますが、４月１日からの施行、そして２

６年度内、２７年３月末での要綱の終了、そして終了後も交付にかかる方は、経過措置をして５

カ年の交付を行っていくという内容の部分という表現でございます。 

 以上、移住関係、定住関係の支援制度についての要綱説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、実施要綱について説明がありましたが、何かありましたらお願いします。 

 無ければ移りたいと思いますが。よろしいでしょうか。 

 相談なんですが、休憩を取らないで申し訳ないなと思ったんですが、あと説明はどのくらいあ

りますか。 

 

○総務課長 

 あとは、定住促進団地の分譲についてと、先ほど条例改正で支所設置条例の一部改正で説明漏

れがありましたので、それをさせていただきたいのと、町単独補助事業等を活用した地域振興に

ついての３点です。 

 

○畠山委員長 

 そのままやってよろしいでしょうか。 

 それでは、次に進みますが。 

 

○加藤委員 

 次にいく前に、移住と定住の関係の考え方の中で、３条の４番目の、申込み時において６５歳

未満の方という考え方の整理。これは、年寄りは来るなという意味ではないと思いますが、この

辺の捉え方、考え方。これから高齢化社会になって本当に極端なことを言えば、６５歳ぐらいか
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ら７５歳ぐらいまでは元気で地域の中で一生懸命にボランティアなどしてもらう。あるいは本当

に今後こういう環境の中ですばらしい、町長が謳っている田園の環境の中という、いろんなこと

を踏まえていった時に、あえてこの文章を入れる必要があるのかなと。その辺の考え方を整理さ

れていると思うのですが、その辺だけちょっと伺いたいと思います。 

 

○総務課長 

 これについては、いろいろと内部で論議したところでございますが、まず清里町に住んでもら

う。当然来てもらう場合については、ある程度の購買能力と言うか、そう言う若い年代と言った

らおかしいですが、例えば、一般的に会社を６０歳で定年になるとすぐにと言うか、若い年代に

対して、こういう制度で支援してまいりたいということで、決して６５歳以上の人は来るなとか、

そういうことではないです。但し、支援の対象から外しています。それと合わせまして、子供の

いる世帯については加算をするとか。ですから、来てくれる人がいるならば、できるだけ若い年

代で、地域社会とか購買力のある人に来ていただきたいというのが主旨でございます。 

 

○加藤委員 

 課長の言われた通りだと思うんです。それでいくと、仮に６５歳の人がこれを受けようとして

だめなのか。例えば子供の部分もいない。いる場合もありますが、ただ、こういうものの対象か

ら外れているわけであって、基本的に定住してくれる、移住してくれる環境の中では、私は削除

する何ものもないと思うんです。仮に６５歳の人が入っても、交付金の中のこの５番目というの

は対象にならないわけですから、いなければ。そう言いながら、移住してもらいたいのは若い人

だけって言うなら、もっともっと限定しなければだめな状態になってくるし、６４歳はＯＫで６

５歳はだめだという、その辺の項目について、ちょっとどうなのかなって私は疑問に思うところ

なんですけども。しかもこれが、定住も同じようにこの部分が書かれているんです。一生懸命に

清里で住んで、いろんな形の中で仕事をして他に行こうと思ったけども、やっぱりこの清里にい

るんだと。年金生活をしながら清里にいるんだと決断した時に、あなたは対象外よと。これはち

ょっと、一つの制度としてどうなのか。他の制度の支援の中で、高齢者支援をしますとか、そう

いうものが具体的に出てくるなら良いですけども。そうでないとしたら、ここで年齢制限の差を

付ける、区切ると言うのは私はちょっと疑問を抱くので。私の意見なんで良いですが。 

 

○畠山委員長 

 他の方については。 

 

○加藤委員 

 本当に定住・移住っていうまちづくりを進めようとする時に、どうなんですか。今の清里にお

ける人口構成、５年後１０年後の人口構成の想像、人口の推計を考えた時に、こんなことを言っ

ていて、まちづくりは本当に進んでいるのですか。 

 

○総務課長 

 移住・定住については、あくまでも施策として、できるだけ若い年代、生産年齢の方を清里町

に迎えたいという施策でございます。そういうことで、ご理解いただきたいと思います。 
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○加藤委員 

 だから、それなら名前を変えなさい。清里町は４５歳までとか、そういう人にはもっと手厚い

支援をしますって。移住支援と言っていて、今の課長が言われたのは、若い人に来てもらいたい、

支援しますよと言ったことは、年寄りは来るなってことなんだよ、裏を返したら。そういうふう

に捉えられちゃうよ。 

 

○総務課長 

 施策としてですから。 

 

○加藤委員 

 だから、施策としてと言いながら、この辺の捉え方、考え方。私はこの項目は取り除くべきだ

と思います。 

 

○畠山委員長 

 他の方で何かございませんか。 

 

○池下委員 

 課長が言われたように、施策だと言われたら何も言えないんだけども、加藤委員が言うように、

本当に人口を増やそうと考えているなら、年齢なんて関係ないと思うんだけども。若い人がって

言うけども、若い人が来ても働く所もないのに、若い人って来るんですか。それを考えたら、６

５歳未満と言うのは、４番と言うのは、移住・定住両方とも削除した方が良いと私も思います。

だって６５歳過ぎて、都会からお金のある人がこっちに来たいと言っても、これは受けられない

んですから。施策という段階であるならば、もっと検討する余地はあると思いますが。 

 

○畠山委員長 

 他、ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ、次に移ります。 

 次、⑧促進団地の分譲についてということで、お願いします。 

 

○総務課長 

 ８点目について定住促進団地の分譲について、平成２４年４月１日から分譲してまいりたいと

考えてございます。定住促進団地の実施要綱について、担当者からご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは、２２ページから２４ページと続きますが、新町の定住団地の関係です。一応、２月

２０日で工事関係の工期が完了しておりまして、今後最終検定を受けまして、引渡しを受けて、

雪解け以降にはいろいろと現地の関係も整備をしながら、販売させていただきたいと考えている
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ところでございます。それに係ります実施要領となりますが、形としましては、４月２日が平日

の初日になります。既にインターネットのホームページ上で分譲予定として、これまでに情報を

開示できるものについては、ＰＲ周知を行っておりまして、主にハウスメーカーさんとかは、情

報によって問合せ等がある状況でございますし、何件かの個人の方でも興味のある方がお問合わ

せをいただいているという状況でございます。まず１期としまして、今回初回売りとなりますの

で、区画が１４区画ございますが、これまでの委員会と町の内部の検討によりまして、１４区画

を全てオープンで売っていこうという手法で考えておりました。ただ、初回となりますと当然、

これはうれしい話になれば一番良いのですが、区画に購入希望が殺到するということを想定する

と、区画の競合が生じるだろうと。同一区画を希望する方々がいるのではないかということの整

理としまして、４月２０日までを１期としまして、１回目は区切りを付けさせてもらって、その

後抽選によりまして、区画を決定させていただくというのが、一番初回の混雑を避けるのには良

いだろうと考えた部分でございます。そのために、４月２０日までを１期集約としてございます。 

 ２番目にいきまして、全１４区画の販売、そして（２）ですが、１期については希望区画を確

認して、同一区画の希望者が多い場合には、後日抽選日を設定して決定していくということでご

ざいます。４月２０日締め切り満了で、競合している区画以外は確定していきたいということで、

考えております。それ以降につきましては、オープンということで考えているところでございま

して、告知を４月にしながら進めていきたいということでございます。 

 ３番目ですが、購入者の資格関係ですが、清里町に住所を有しているか、今後居住のために住

所を移す者ということで、従来どおりの考えでございます。（２）も同様でございまして、清里

町に住宅用地及び住宅を有していない。それから３番目は、３カ年以内に住宅の建設をお願いし

たいという部分でございます。またこの部分は、万が一住宅が建てられないとなった場合につき

ましては、後段で説明いたしますが、買戻し特約という形で登記上の設定をさせていただきまし

て、清里町がその区画を改めて買い取ると。再度買い取りをして分譲に供していくということで

考えております。４番目ですが、税金等の滞納がない者、そして５番目ですが、確実に払うこと

ができる者ということでございます。 

 ４番目にまいりまして、各関係書類の記載、それぞれの当人の条件のわかるもの。そして（２）

になりますが、契約関係、そして保証金としまして、販売金額の１０万円を手付金として先に納

めていただくという形で、購入者関係を確認しながら進めていくという状況でございます。土地

代金ということで（３）にまいりますが、最後の２４ページの方をご覧いただきたいと思います

が、測量の結果に基づきまして、それから昨年度来からご提示をさせていただきました、坪当た

りの単価の関係が３パターンございますが、それに基づきまして、求めた土地の価格状況でござ

います。上が北側になりまして、北側は畑でございます。左側が３線道路、そして間に新町の３

条通りが入っておりまして、５条通りとの間にある全１４区画となります。それぞれ概ね１９０

坪という形の中で、道路等との調整をしていきまして、若干の面積の動きがあるところでござい

ます。これまでの提示といたしまして９,２００円の坪単価、９,６００円の坪単価、１万円の坪単

価という３段階に考えておりまして、それによりまして、求めた面積、価格につきましては、こ

のような形で考えているところでございまして、１７５万円～１９３万円までの間での区画の販

売で考えているところでございます。２２ページに戻りまして、保証金の１０万円を引いた残額

を納入いただきまして、購入にこぎつけてもらう考えでございます。（４）が登記関係になりま

すが、こちらは現行の登記関係に則りまして、町の方で登記をさせていただき、引渡しというこ
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とで考えています。２３ページにまいりまして、住宅完成時につきましては、住宅の完成届、家

屋関係の写し等をいただきまして、最終的には買戻し特約、物件が建った時点では町から本人へ

完全に所有を移転していくという形になってございます。 

 次に５番ですが、登記の関係、先ほど来から申し上げていますが、町の方で行います。土地の

引渡し関係は現況渡し。７、それから８、契約の解除ですが、万が一建てられないという場合の

状況ですと、購入いただいた金額のうち、１０万円は手数料として徴収させていただき、残りを

返却していくという形で考えております。そして９ですが、住宅の建設の関係、委員会等でもい

ろいろとご意見いただいておりまして、まとめた部分でございます。基本的ものは建築基準法に

準じる、土盛りでございますが、いろんな法令等を確認しているところでございますが、現行で

したら３０ｃｍ以内ということになろうかと思います。その他、今までと違いますところは、ご

意見を受けたところで、１９０坪と面積の中で、例えば２世帯等の住宅の場合の棟数でございま

す。住居として扱うものとしましては、２棟までと認めて良いのではないかというご意見がござ

いましたので、この部分に入れたところでございます。それから位置関係、塀の高さ、給水、排

水関係でございますが、それぞれ各お願い事項ということで、記載をさせていただいているとこ

ろでございますし、水道につきましては、地下の水ではなくて、第１簡易水道を繋ぐ。それから

下水道に繋ぐといった部分の一般的な部分を記載していただきました。その他、取付道路等の関

係の工事について活用いただいて、住宅の建設の目安にしていただきたいということを記載させ

ていただきまして、最後には当然ながら、うちの町に居住されるということですので、自治会へ

の加入をしていただきまして、円滑な居住生活を進めていただきたいということを、加入者に申

し添えるものでございます。今後、広告等の周知によりまして、４月以降販売の申込みを受けて

行きまして、その中で最終的には４月２０日で１回締切りまして、販売という形の中で、分譲を

進めていきたいと思いますので、ご理解よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○畠山委員長 

 定住促進団地実施要綱ということで説明を受けましたけども、何かございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは続いて、⑨についてお願いします。 

 

○総務課長 

 ９点目は、町単独補助事業等を活用した地元振興についてですが、これはファミリースタンプ

贈答券を活用して地元支援策を図ってまいりたいということで、前回の委員会で口頭にてご説明

いたしました。町の予算組みとしては現行どおりの予算科目、負担金補助及び交付金で対応する

ことができます。一方、商工会事務局としては、システム的にはファミリースタンプ贈答券の発

行は可能だが、商工会の会員の全体理解が必要になるので、３月２０日頃に予定している理事会

まで時間をいただきたいということになっていますので、町としましては、この結果を踏まえて、

今後対応してまいります。あくまでも、商工会の結果待ちでございます。この件については、以

上でございます。 
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○畠山委員長 

 町単独事業の地元振興について説明を受けました。何か、ございませんでしょうか。 

 無ければ、全体を通して。 

 

○総務課長 

 ちょっと１点だけよろしいですか。条例改正で４番目の、清里町支所設置条例の一部改正につ

いてでございますが、これにつきましては、１０ページをご覧いただきたいと思います。清里町

札弦支所については、従来から札弦センター内で支所をしております。それで４月１日から、札

弦地域資源活用交流促進施設内に設置いたします。この主たる位置が、札弦町２６番地になるた

め、この位置の変更を条例改正するものでございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 全体を通して何かございませんか。 

 それでは終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 それでは、休憩１０分間します。 

                               休憩 午前１０時５６分 

                               再開 午前１１時０５分 

○畠山委員長 

 それでは、進めさせていただきます。生涯教育課、３点ございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 それでは１つ目の、生涯学習総合センター条例の一部改正について説明をさせていただきます。 

 本条例につきましては、第２次地域主権一括法による社会教育法の改正により、市町村は文部

科学省令の基準を参酌し、公民間運営審議委員の委嘱に関する基準を条例で規定するように定め

られております。生涯学習総合センター審議会が社会教育法に基づく、公民間運営審議会に該当

するものであることから、次のとおり改正するものでございます。それでは２５ページ、新旧対

照表によりましてご説明させていただきます。第６条第２項の「生涯学習総合センター運営審議

会委員は、社会教育委員会が兼ねることができるものとする」を、第６条第２項の「生涯学習総

合センター運営審議会委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱するもの」とさせていた

だきます。さらに第１号、第２号、第３号。第１号につきましては、学校教育及び社会教育の関

係者、第２号につきましては、家庭教育の向上に資する活動を行う者、第３号につきましては、

学識経験のある者。以上の各号を加えるものであります。附則につきましては、この条例の施行

月日を定めるもので、４月１日から施行するものであります。以上です。 

 

○畠山委員長 

 総合センター条例の一部改正ということで、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ、次に移ります。②番、よろしくお願いいたします。 
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○生涯教育課長 

 平成２４年度生涯教育課関係分の当初予算の内容につきまして、各担当ごとに説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは次のページ、２６ページをご覧ください。表の２段目から説明させていただきます。 

 教育費・教育総務費・教育委員会費・子育て支援専門員配置事業についてから説明いたします。

平成１８年度より、生涯教育子育て支援専門員を配置し、教育相談や家庭教育のアドバイス、サ

ポートをしていますが、平成２４年度も継続し配置するものであります。業務内容としては、記

載のとおりですが、その他にことぶき大学での講師や学童保育事業のなかよしクラブの業務も携

っております。事業の財源内訳は、地方債として子育て支援専門員配置事業債１５０万円と、一

般財源の３０万円で合計１８０万円となります。次に教育諸費、新規事業で清里小学校臨時教員

雇用事業でございますが、清里小学校において、新第４学年の３９名の多人数学級の解消のため

に、臨時教職員１名を配置いたします。事業費としては４９５万７千円でございます。次に特別

支援教育支援員配置事業でありますが、特別な教育的支援を要する児童生徒が在籍する学級等に

支援員を配置し、教師の補助をすることで当該学級の円滑な運営を図るものであります。臨時職

員人件費２名分で、２２５万１千円となります。本年度の清里小学校１名、光岳小学校に１名の

配置を予定しております。次に通学バス業務委託事業でございます。小中学校の通学バスと一般

住民の交通対策として、運行委託に係る事業費として１,９２１万７千円でございます。次に、幼

稚園就園奨励費補助事業でございますが、幼稚園に就園する保護者に対し、国の基準に基づき保

育の保育料の補助を実施するものでございます。平成２４年度対象人数は４０名を予定しており

ます。事業費の財源内訳は、国庫補助金として９１万２千円と一般財源で３６５万円の合計４５

６万２千円でございます。次のページの私立幼稚園運営費補助事業でありますが、幼稚園の運営

費として短大卒２名分を人件費相当額を補助するもので、事業費の財源として地方債の幼稚園運

営費補助事業債４００万円と一般財源の１００万円で合計５００万円となります。次に清里高校

総合支援対策事業でございますが、従来から補助しております進路指導強化対策費補助、高体連

等出場経費補助、特色ある学校づくり推進事業補助に、平成２４年度より新たに入学支度金補助

を加え、教育活動の支援を行うものであります。各補助の内訳は記載のとおりで、事業費の財源

として地方債の高等学校総合支援対策事業債７５０万円と一般財源の４６万円で合計７９６万円

でございます。次に特色ある学校づくり推進交付金事業であります。昨年に引き続き、各学校の

伝統や校風、地域特性を活かした創意ある教育活動を展開し、特色と魅力ある学校づくりを推進

するため、学校が行う事業に対し支援するもので、事業費として１６０万円でございます。各学

校の内訳につきましては、本年と同額の清里小学校に５０万円、光岳小学校に３０万円、緑町小

学校に３０万円、清里中学校に５０万円を予定しております。次に新規事業で、教育振興備品整

備事業、パソコンの更新でございます。各小中学校に整備されておりますパソコンの更新に係る

経費で、今年度は教師用のパソコン４８台を更新整備いたします。今後、年次計画で翌年分を児

童生徒のパソコンの更新を予定しております。今年度の事業費としては、７３１万５千円でござ

います。続きまして、小学校費・学校管理費・光岳小学校既存校舎改修事業でありますが、国の

学校施設環境改善交付金を活用した補助金で実施する、２３年度繰越事業の耐震化のための一部
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改築事業を合わせて、２４年度単独事業として、既存校舎外壁塗装、防寒対策及び学校の管理、

教材備品の整備を行うものでございます。事業費の内容、各事業費の内訳は記載のとおりで、事

業費は合計３,３１２万４千円でございます。次に教育振興費・郷土読本「きよさと」改訂版策定

事業でございますが、小学校３年生、４年生で使用する社会科の副読本「きよさと」の改訂版作

成に係る編集委員の費用弁償、読本の印刷製本に係る経費で、事業費は２７１万４千円でござい

ます。平成２４年度に作成いたしまして、平成２５年から２９年の５カ年で使用いたします。 

 以上で、学校教育関係の当初予算主要施策の説明を終わります。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 続いて、社会教育関連につきまして説明をさせていただきます。２６ページにお戻りいただい

て、１番最初でございます。 

 花と緑と交流のまちづくり事業でございます。花と緑と交流のまちづくり事業に係る、国際交

流の事業の推進の部分でございます。主な中身についてですが、清里高校生海外派遣研修事業に

係る費用、これにつきましては１年生全員を含むことになりますが１,１２２万３千円。一般町民

海外派遣研修事業につきましては１８０万円。国際交流推進協議会補助につきましては７１万円

で、合計１,３７３万３千円を計上するものでございます。なお、今、清里高校に２月１９日から

ジェシカさんがモトエカから８年ぶりとなります、交換留学生が来て授業に来ていただいており

ます。今年の１０月末までおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして２８ペ

ージをお開きいただきたいと思います。外国人英語講師招へい事業であります。総合的な学習の

時間の取組みとしての国際理解教育や小中高校における英語科教育を推進するため、外国人英語

講師を雇用するものであります。雇用者につきましてはグレン先生を雇用させていただきます。

各学校の時間数につきましてはご覧のとおりでございます。先ほどご紹介しましたジェシカさん

につきましても、高校の授業の合間を縫って中学校や小学校、保育所等にも出掛ける予定でござ

います。続きまして、プラネットステージ公演補助事業でございます。広く町民に対して優れた

芸術文化の鑑賞の提供をし、本町の文化振興を図るもので、２４年度公演も予定してございます。

事業費につきましては３００万円を計上するものでございます。清里セミナー開設事業でござい

ます。協働のまちづくりを支える人材育成を図り発展的なまちづくりを進めるため、講演やグル

ープワークによるセミナーを開催させていただきます。事業費につきましては８３万２千円を計

上させていただきます。子育て支援学童保育事業であります。保護者が就労等によりまして、保

育に欠ける１年生から３年生を対象に、放課後、土曜日の学童保育を開設させていただきます。

なお、指導員につきましては４名を雇用する予定でございます。保育予定人数につきましては７

０名、保育日数につきましては２５５日を予定しております。事業費につきましては５９２万７

千円を計上するものであり、道補助金の放課後児童健全育成事業費補助金を導入するものでござ

います。続きまして新規事業でございます。スポーツ合宿等誘致支援事業でございます。大学等

のスポーツ合宿等を誘致し、本町のスポーツ・文化振興及び経済振興を図るものであり、既に委

員の皆さんにはご案内のとおり、練習等で使用する公共施設の無料開放でありますとか、最寄り

の駅、空港への送迎、さらには商工会が発行するファミリーカードの支給を行うもので、９７万

６千円を計上するものです。続きまして、体育施設管理運営事業でございます。広く町民の健康

づくりを推進するとともに、スポーツ活動を振興するため、体育施設の運営・管理を行うもので、

清里、札弦トレーニングセンター管理、町民プールの管理、緑スキー場の管理として、総額３,１
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３１万６千円を計上するものでございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、２４年度の生涯教育課の予算説明がございましたけども、委員の方で何かございませ

んでしょうか。ありましたら、お受けしたいと思いますが。 

 

○池下委員 

 清里高等学校総合支援対策事業の中で、入学支度金で２００万出ていますが、当初は入学する

子に１０万円ということであったのですが、これは２０人入学すると考えてよろしいんですか。 

 

○生涯教育課長 

 この予算の編成段階におきまして、これから試験ですので、まだ入学者数が確定をしてなかっ

たことで２０名で計上させていただいております。現状の志願者につきましては１６名、町内か

らは１５名です。今後、試験が終わった後、おそらくは無いと思いますが、２次募集というとこ

ろが制度的にございますので、予算として２０名分を確保したとご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 教育費の方で、社会教育総務費で外国人英語講師招へい事業の中で、グレン先生に小学校、中

学校、高校、保育所等となっているのですが、幼稚園は入らないと捉えて良いのでしょうか。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 保育所等という記載をさせていただきましたが、幼稚園にも行かせていただいております。 

 

○池下委員 

 もう１点いいですか。体育施設管理運営事業のところで、トレーニングセンターと町民プール

と緑スキー場管理とあります。トレーニングセンターに関しては何年か前に補修事業もやってい

るし、緑スキー場に関しても今までやって来たと思うのですが、町民プールの管理が６３３万３

千円となっていますが、管理だけでなく、これから先、もう相当年数が経っていると思うのです

が、どういうふうに考えていくのか。ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 ご指摘のとおり、町民プールにつきましては昭和６２年の建設ということで、非常に老朽化が

進んでおりまして、それぞれ修繕をしながら維持してきているところでございます。プールにつ

いては、健康づくりの面、あるいは学校教育の面等を含めまして、各学校のプールを廃止したと

いう経緯もございまして、本町にプールは必要だと認識しておりますので、今後、改修または建

替えということでの整備計画を進めてまいりたいと、教育委員会としては考えております。本年

度、２４年度につきましては、すぐにということにはなりませんので、一部の熱交換器の改修を

行いながら、整備年度を今後具体的に計画をしていきたいと思いますので、ご理解願います。 

 

○畠山委員長 
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 他、ございませんか。無ければ、次の③お願いします。 

 

○生涯教育課長 

 ３点目の、公共施設管理公社の見直しについて、説明させていただきます。２９ページになり

ます。 

 この件につきましては、過去平成１９年、２０年におきまして、体育施設の管理運営方法につ

きまして、論議をされた経緯がございます。他の公共施設と合わせまして、指定管理者等の導入

というところも検討されていたところでございますが、体育施設の部分に関しましては、その当

時、トレセンの耐震化の改修が必要であったことなど、他の施設についても改修の予定がありま

した。また、公共施設管理公社の将来的な方向性についても、協議が十分になされていなかった

ということで、その当時の実施につきましては見送られてきたという経緯がございます。その中

で内部検討後、平成２３年度におきまして、教育委員会並びに町とも協議をいたし、平成２５年

度から新しい体制にて管理運営を行っていきたいということになりましたので、今般、議会とも

協議をさせていただきながら、平成２４年度中にその体制、整備について準備、検討並びに協議

をさせていただきたいということでございます。 

 まず１点目の、見直しの意義でございます。１番目としましては、住民サービスの向上という

ことで、利用期間等の見直しを行う中で、開館日につきましても祝祭日等は現在は閉館しており

ますが、これらを開館するなど、現状ではなかなか対応しきれない部分について、柔軟に対応し

ていきたいということでございます。また２点目の、管理運営経費の縮減ということで、各施設、

できる限り一体的な管理運営をすることによりまして、効率的な人員配置を行っていくと。それ

と人件費の節減も予想されるということになります。また、清里町自立計画におきまして掲げて

おります、職員体制、平成２６年８０名という数字もございますので、こう言ったことにも対応

をしていきたいということでございます。また３点目としましては、新たな受け皿ということで、

民間企業等の事業機会の拡大ですとか、地元の雇用の創出が期待されるということで、見直しの

意義として捉えているところでございます。 

 ２点目の対象施設についてですが、現段階におきましては、公共施設管理公社については、業

務委託施設管理を行っています、緑スキー場及び町民プール。さらに現在は町の直営で管理して

おります、清里、札弦トレーニングセンター及び文化施設であります図書館を加えた中、管理運

営の一体的な取組みというところを考えているところでございます。 

 ３点目の見直しの方向性といたしましては、まずは組織形態の移行ということで、現在の公共

施設管理公社の職員につきましても１名退職をするということでございますので、この組織を新

たにＮＰＯ法人等を設立した中、受け皿としていきたいと考えております。それで現在の公社管

理の部分、あるいは町直営の部分を一体的に法人の方に業務委託をしていきたいという考え方で

ございます。それらの考え方に基づきまして、今後のスケジュール、２４年度中のスケジュール、

現段階における予定でございますが、４月から７月ぐらいを目途に、その受け皿となる法人の組

織立上げを行っていきたいということで、具体的には体育協会ですとか、文化連盟といった団体

を受け皿としていくということで、美幌町などでも実施しておりますが、同様の形態で考えてい

るところでございます。これらの各団体との協議につきましても、今後具体的に協議を進めてい

き、その後、立上げを２４年度の前半に行っていきたいと考えております。その後、法人設立関

係の手続き、申請を行いまして、年内には法人設立を行い、翌年２５年に具体的な業務内容を行
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った中、３月には業務委託契約を行い、来年２５年４月１日に新しい体制での管理運営を行って

いきたいということで、現段階で考えているところでございますので、その都度、各団体、ある

いは議会とも協議をさせていただきながら、進めていきたいと考えておりますので、ご了解いた

だきたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、公共施設管理公社の見直しについてということでありましたけども、何かございませ

んか。 

 

○前中委員 

 対象施設の件ですが、町民グランド、あるいはそれに付随するゲートボール場だとか元の体育

館ですか、そちらも同じ対象施設で捉えて良いのでしょうか。 

 

○生涯教育課長 

 ここには主な施設ということで、記載をさせていただいておりますが、体育施設全般について、

今おっしゃったゲートボール場なり、グランド等のできる部分については、一体的に委託をして

いきたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ、総体的で生涯教育課ありませんか。無ければ終わります。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 続きまして、消防清里分署より①お願いいたします。 

 

○分署長 

 それでは、消防清里分署の方から議題について、ご説明させていただきます。平成２３年度消

防費補正予算について、また平成２４年度の消防費の予算の概要につきまして、ご説明をさせて

いただきます。併せて、救急の出動状況それから火災の出動状況につきましても、ご報告をさせ

ていただきまして、参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは早速、説明に入りたいと思います。まず、平成２３年度の消防費の補正予算関係につ

いて、ご説明いたします。資料の３０ページをお開きいただきたいと思います。まず歳入でござ

いますが、今回の補正の内容につきましては、１月末の実行見込みによります賞与額の減額補正

が主となってございますので、ご理解をいただきたいと思います。それでは歳入を説明させてい

ただきたいと思います。消防施設費の負担金といたしまして、町の方からもございますが、２１

８万４千円の減額補正いたします。その次の雑入でございますが、昨年救急救命士の薬剤投与講

習が消防学校でありまして、それに１名が入校してございますので、それに対する経費の助成金

ということで、北海道市町村振興協会から助成金が入りますので、今回雑入で１８万円を今回追
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加補正させていただくという内容でございます。合わせて歳入合計で２００万４千円の減額補正

ということになっております。続きまして、歳出の方でございますが、歳出の方は消防施設費の

減額でございまして、補正額が２００万４千円の減額になります。内容でございますが、札弦の

消防施設に係ります、設計業務の委託料として１７万２千円の減額。それから工事の請負費にな

りますが、これは本体の建設工事、サイレン塔、既存施設の解体工事、外構工事と今現在も進行

中のものもございますが、それを合わせまして工事請負費１８３万２千円を減額し、歳出合計で

２００万４千円を今回減額補正する内容でございます。以上が、補正予算の内容でございます。 

 続きまして、平成２４年度消防費予算の概要につきまして、ご説明をさせていただきます。３

１ページをお開きください。歳入でございますが、消防本部負担金といたしまして、町からの負

担金でございますが、平成２４年度予算額１,４０５万５千円、次の常備消防費負担金、非常備で

すが、これは分署の方に対する町からの負担金でございますが、常備消防費負担金が１億２,２９

２万６千円、非常備消防負担金が１,５２９万円。雑入といたしまして１３６万円。雑入の内容で

ございますが、歳出の方でもご説明申し上げますが、防火水槽の撤去工事が今年行わなければな

らないと、それに伴います移転補償金で１００万円でございます。また、先ほど補正の中でも申

し上げましたが、本年２４年度で救急救命士の薬剤投与講習受講を２名予定してございますので、

それらの経費にまつわる振興協会からの助成金として３６万円の歳入で見込んでおります。歳入

合わせまして１億５,３６３万１千円が平成２４年度の歳入の予算となってございます。次に歳出

でございますが、消防本部費の経費ですが、これについては町から負担金として消防本部にいく

経費でございますが、これらの経費については摘要欄に書いておりますが、議会費、本部費の職

員の給与、旅費、需要費等の経費、監査委員費他の経費ということで、１,４０５万５千円の予算

額となります。次に常備消防費でございますが、これは分署費に係る経費でございまして、職員

給与、旅費、需要費、委託料、備品購入費に係る負担金でございます。予算額が１億２,３２８万

６千円となってございます。次に非常備消防費でございます。これは消防団の関係、団費に係る

経費でございます。予算額が１,５２９万円となっております。最後に、消防施設費でございます

が、工事請負費として防火水槽の撤去工事、８カ所実施ということになりますが１００万円にな

ります。歳出合計で１億５,３６３万１千円の２４年度の予算額となってございます。 

 今年の主な事業につきまして説明をさせていただきますので、３２ページをお開き願いたいと

思います。まず、清里分署費の主な２４年度の事業の内容でございますが、細かく書いてござい

ますが、大まかにくくって整理させていただきましたが、職員の消防学校の入校費、先ほども申

し上げましたが救急救命士の薬剤投与講習、２名分の旅費。それから専科教育、消防の一般の消

防職員がいろんな過程がございまして、それに今年は１名入校するということで、３件合わせて

事業費として１０３万９千円を予算計上させていただいてございます。次に職員用被服等の購入

事業でございますが、職員の被服については、毎年少しずつ購入更新を図っておりますが、かな

り古い物もございますので、２４年度以降も引続き更新を図っていくということで、職員の防火

衣の上下、これは昨年にも引続き２４年度も５名分の予算を見てございます。それから救助用編

上靴、救助に行く時に履く靴でございますが、職員の半分の７名分の予算を見てございます。そ

れから防寒服、外の寒い時期に着る作業着を８名分の予算を見てございます。それから制服・活

動服一式ということで、私が３月で退職になるものですから、新しい分署長に替わるとの予想を

しまして制服・活動服一式分の経費を見てございます。合わせて被服整備で１３８万６千円の予

算となります。それから導入からかなり経過してございます、サイレンの吹鳴無線制御装置及び
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緊急通信指令施設整備事業ということで、年数が経過しているので、部品等を交換する時期にも

来ておりまして、修繕料といたしまして、通信指令装置の電源部、これがちょっとだめになって

きているので、これを一式取替える。サイレン吹鳴装置の蓄電池、これは予備電源でございまし

て、清里の部分がまだ１カ所残っています、庁舎の上にあるサイレンでございますが、あとの札

弦、緑は交換終えていまして、最後に清里の方に１カ所あるのを電池交換させていただくという

ことでございます。それから手数料といたしまして、消防無線の固定局の再免許申請、これは法

律に基づいて５年ごとに更新しなければならないので、それらに係る４局分の固定局の更新の費

用ということで３９万９千円の予算を計上させてございます。次に、救急業務用資器材整備とい

うことで、器具の購入費として吸引器、これにつきましては傷病者の気道の確保をするために使

う医療機器でございますが、これも相当年数が経ってございますので、更新時期にまいりました

ので、これらの更新で購入してまいりたいと思います。次に委託料でございますが、自動体外式

除細動器を導入してから７年経過するわけでございますが、そろそろ保守点検も必要になってき

たので、今回費用を見させてもらいまして、救急業務用資材整備として３８万円の予算計上をし

てございます。次に、救急隊員保護用の被服等の整備事業でございますが、まずは器具購入費と

して空気呼吸器、これは消火活動の方で使う隊員の呼吸器でございまして、これを２台新しいも

のに更新をしていきたいという内容でございます。それから救助隊員の耐電衣、電気を防ぐ服で

ございますが、最近は電気自動車とかいろんなものが増えてきましたので、これらに対処する耐

電衣とズボン、靴２名分と手袋５名分ということで整備をしてまいりたいと考えております。最

後に、隊員装備用の安全帯、防火服に付ける安全帯というのもあるんですが、これは救助専用に

使う安全帯でございまして、高所の救助活動ですとかの部分で使用するために、今回２名分を整

備するということで、総体で１１０万円の予算を計上しています。次に、消防自動車のタイヤ購

入でございますが、消防自動車３号のスタットレスタイヤが更新の時期にきているということで、

１０本の購入経費を見てございます。事業費としては６４万１千円です。それから消火用の資器

材整備ということで、これは実際の消火活動でガンと呼ばれるもので、消火活動をする器具でご

ざいますが、低反動タイプの新しい物が出ていますので、これを購入して、従来の放水器ですと

どうしても補助員がいるということですが、これを購入すれば１人でも反発が少ないものですか

ら、消火活動ができるということなので、これを１基購入したいということで１８万４千円の事

業費となってございます。最後に水利施設の修繕事業ということで、マンホール式の防火水槽の

蓋が、ここ１、２年前から周りの舗装も含めて修理が必要になった場所が１カ所、羽衣の病院通

りの防火水槽でございますが、これの修繕費用として２１万２千円を見てございます。合わせて

５３４万１千円となってございます。次に、消防団費に係る予算でございますが、団員の消防学

校の入校事業といたしまして、例年２名ずつ学校の方に幹部団員が入校していただいております

ので、それらの費用１２万３千円。それから団員の被服等購入事業といたしまして、昨年防寒衣

を整備いたしましたが、平成２４年度で引続き防火ヘルメット、防火衣着用の安全、全団員分で

はございませんが、２カ年計画で装備の整備をしていきたいと考えてございます。それから女性

団員の制服が全国的に新基準の制服に変わりまして、清里だけはまだ更新されていないというこ

とがございますので、団員７名分の事業費を合わせまして１１０万６千円の事業費の内容となっ

てございます。消防団運営補助事業でございますが、例年通りの町からの助成といたしまして５

０万円を予算計上してございます。団費といたしまして１７２万９千円となってございます。最

後ですが、分署の施設費、防火水槽の撤去工事。これは歳入の中でも申し上げましたが、工事の
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請負費として、羽衣町 町道さくら通りのマンホール式の防火水槽１基を撤去する必要が出てき

ましたので、２４年度で撤去工事を行います。マンホールを今年撤去するんですが、あそこのひ

まわり団地なんですが、防火水槽を撤去することが、２，３年前からわかっておりましたので、

既に新しい住宅が建っている所に１基新設してございますので、それで水利の代替をしていきた

いということでございます。以上が、消防費の予算の内容となっております。 

 最後ですが、救急と火災出動の状況について、過去５年間の件数をまとめましたので、ご報告

をさせていただきたいと思います。３３ページをお開きいただきます。まず、救急出動の状況で

すが、１９年から２３年までの５年間の出動件数、それから事故種別の件数はご覧のような内容

になってございます。大体、５カ年間平均しますと、年間１３７件ほどの出動となってございま

す。内容的には、急病搬送が大体６割から７割出ているという内容でございます。次に火災出動

でございますが、火災出動につきましても、１９年から２３年の５カ年はこのような出動件数と

なってございます。年平均で３．４件ほどということになってございます。その他の欄に件数が

入ってございますが、これは火事騒ぎが主な出動状況とご理解いただきたいと思います。実は、

今年に入りましてから、まだ正式に報告はさせてもらっていないんですが、実は今月の１２日に

倉庫の火災が実は１件ございました。水元町の商品倉庫でございまして、出火の疑いが判定して

いないんですが、除雪機の過熱、熱を持って火に移ったというのが疑いではないのかということ

で判断をしている。まだ確定はしていません。倉庫の部分焼ということで終わっておりまして、

消防職員だけで消火活動をやりましたので、団員までは招集しておりません。そういうことがあ

ったということで、ご報告させていただきました。簡単ですけども、２３年度の補正予算、２４

年度の予算、救急及び火災出動状況についての報告をさせていただきました。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、清里分署の関係３点説明がございました。委員の方、何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、終わります。 

 

○畠山委員長 

 それでは２番です。次回の委員会について、局長お願いします。 

 

○事務局長 

 次回の委員会については、未定でございますので、両委員長と相談しながら確定していきたい

と思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 わかりました。 

 ３番その他。委員の方で、その他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局。 

 

○事務局長 
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 産福常任委員会は１時からということで、お願いいたします。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、以上で総務文教委員会終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時５２分） 


