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第５回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年４月２３日（月） 

    開 会   午前 ９時３０分 

    閉 会   午前１０時２５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８号）の概要について 

  ②平成２４年度一般会計補正予算（第１号）の概要について 

  ③旧営林署跡地の取得について 

  ④平成２４年度単独補助事業を活用した商品券による地域振興について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２３年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）専決処分について 

２．道外所管事務調査について 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    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    なし 

 

 

○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 

 ■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 

 

 

○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 
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●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第５回総務文教常任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、４点ございます。説明お願いいたします。 

 

○総務課長 

 協議・報告の前に、４月１日付けの人事異動によりまして、総務課の総務グループ、企画財政

グループの職員が異動になってございますので、自己紹介をいたします。 

 

○総務Ｇ主幹 

 今回の異動で、４月１日から総務グループの方に異動になりました熊谷です。今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 ４月１日の人事異動で、企画財政グループを担当することになりました三浦です。今後ともご

指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 同じく４月１日の異動で、企画財政グループの財政担当主査ということで配属になりました宮

津です。よろしくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 それでは総務課より４点について、協議・報告をいたします。 

 最初の１点目の、平成２３年度清里町一般会計補正予算（第８号）につきましては、３月３１

日をもちまして、専決処分させていただいておりますので、その概要について２ページ目でご説

明いたします。今回の補正は、歳入、歳出それぞれ３億３,６７０万９千円を追加し、予算の総額

を５０億３,２１８万２千円とするものでございます。主な補正の内容につきましては、歳入は地

方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税、国庫支出金、町債等が確定するとともに、歳出にお

きましては、国民健康保険事業特別会計をはじめ、３特別会計の繰出金の確定精算、繰越事業で

実施しております、光岳小学校屋内運動場等の改築事業の財源調整など、総体的な処理を行うも

のでございます。なお、今回の補正により生じました余剰額につきましては、基金積立金の積増

しを行い、翌年度以降の事業及び償還財源に充当をしてまいります。次の３ページの繰越明許費

の補正につきましては、地方自治法の規定により、翌年度平成２４年度に繰越して使用すること

のできる経費は、２款総務費・行政基幹システム改修業務委託事業が６１５万３千円、９款教育

費・光岳小学校屋内運動場等改築事業を２億９１５万円とするものです。なお、詳細につきまし
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ては、企画財政グループの担当主査からご説明いたします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 私の方から、ページ数で申し上げますと２ページ、３ページでご説明申し上げてまいりたいと

思います。今回の補正額でございますが、歳入歳出ともに３億３,６７０万９千円になります。歳

入補正額から基金積立額を除く、歳出補正額を差引いた金額、これを一般財源余剰分として基金

に積立金として計上しております。 

 では、歳入の補正内容からご説明申し上げます。地方譲与税から交通安全対策特別交付金まで

の各種交付税・交付金の総額ですが、増減によりましておよそ３億７,６９３万１千円となってご

ざいます。本補正につきましては、これらを主な財源といたしまして、予算組みをさせていただ

いております。また、国庫支出金、道支出金につきましては、右記載の各種事業の事業費確定な

どに伴います補助金等の減額が主な内容となりまして、国庫支出金につきましては１,３１６万７

千円、道支出金は１６万４千円のそれぞれ減額補正となります。財産収入はマイナス１万５千円。

諸収入はマイナス１９万６千円となります。町債につきましても、国庫支出金同様、右記載の各

事業の事業費確定に伴いまして、減額補正を行うものであります。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。総務費については、３億７,１５４万１千円の

増額補正でございます。内訳は、基金積立に３億７,４５７万６千円、地デジ関連の工事費確定に

伴う減額にマイナス３０５万５千円でございます。基金の内訳でございますが、財政調整基金に

寄附金の２万円、それから減債基金に１億７,４５７万６千円、公共施設整備基金に２億円、これ

らをそれぞれ積立てるものでございます。続きまして、民生費は１１１万５千円の減額補正でご

ざいます。補正内容は右記載の各種事業による減額でございます。衛生費でございますが２,８３

５万９千円の減額補正でございます。補正内容は、国民健康保険事業特別会計繰出金の減額とな

ってございます。商工費でございますが、４２万７千円の増額補正となっております。補正内容

は、燃料の価格高騰に伴います、緑清荘の指定管理業務委託料の増額補正でございます。教育費

でございますが５７８万５千円の減額補正になってございます。補正内容は、光岳小学校屋内運

動場等改築工事の工事費の確定に伴う減額でございます。以上が、歳入歳出の補正額及び補正内

容でありまして、今補正後の一般会計予算額ですが、歳入歳出ともに５０億３,２１８万２千円と

なります。 

 続いて３ページ目、平成２３年度繰越明許費補正予算概要についてご説明いたします。１つ目

は、総務費の住基システム等に係る行政基幹システム改修業務委託事業の事業費確定、これらに

伴う減額補正でございます。事業費の１４万７千円減額によりまして、予算額を６１５万３千円

に減額するものでございます。２つ目、教育費の光岳小学校屋内運動場改築事業の事業費確定に

伴う減額補正と財源振替という内容になってございます。事業費の５７８万５千円の減額により、

予算額を２億９１５万円に減額するものでございます。また本事業につきましては、国庫補助金

の減額が見込まれることから、それに伴いまして地方債、一般財源の財源割合にも変更が生じま

して、国庫支出金が１,３２０万４千円、これを減額させていただいております。予算額は８,１２

３万５千円となっております。地方債につきましては１,９８０万円を減額しまして、予算額は１

億６０万円となってございます。一般財源につきましては２,７２１万９千円を増額しまして、予

算額は２,７３１万５千円となってございます。なお、本事業の内容変更に係る詳細につきまして

は、後ほど教育委員会より説明があると思うので、この場では省略させていただきます。以上で、
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今回の補正内容についての説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、説明がございました。一般会計補正予算概要について、何か委員の方でありましたら

受けたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは次になりますが、平成２４年度一般会計補正予算（第１号）について、説明お願いい

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１号について、４ページでご説明いたします。今

回の補正につきましたは、従来の「子ども手当」を、「子どものための手当」に改正する法案が

通常国会に提出されておりましたが、修正の結果、「児童手当」の名称で法案が成立し、平成２

４年４月１日から施行されております。この法案改正によりまして、６ページ、７ページのとお

り、市町村の歳入歳出の予算科目と財源負担割合が変更されております。本町におきましても、

国庫負担金が３０３万４千円減額になり、その分が北海道と町の負担になるため、町負担分につ

いては１５１万８千円を一般財源である地方交付税で財源充当を行ってまいります。従いまして、

歳入につきましては、９款地方交付税、１３款国庫支出金、１４款道支出金はそれぞれ補正予算

の議決が必要となりますが、歳出につきましては、５ページの補正予算概要のとおり、２款総務

費・１項職員給与費については、職員に係る手当の名称の変更、３款民生費・２項児童福祉費に

ついては、町民に係る手当の名称を変更するものであり、款・項に補正額は生じないため、議会

の補正予算の議決は要しないところであります。さらに、簡易水道事業特別会計及び斜里地区消

防組合清里分署の職員に係る手当の名称変更につきましても、款・項に補正額は生じないため、

議会で補正予算の議決は要しないところであります。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２４年度一般会計補正予算（第１号）概要の説明でしたが、その点について、よ

ろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 続いて３番目、旧営林署跡地の取得について、説明お願いします。 

 

○総務課長 

３点目の、旧営林署跡地の購入については、企画財政グループの担当総括主査からご説明いた

します。 
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○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、旧営林署跡地の取得について、ご説明いたします。８ページをお開き願います。旧

営林署跡地につきましては、公営住宅建設用地として、平成１５年２月に羽衣町２７番地２１、

約１万４千平米を土地開発公社が購入し、後日町へ売却してございます。平成２０年３月には、

羽衣町２７番地２０、約４２０平米を町が買い取りまして、現在公住用地として管理をしてござ

います。残りの土地についても、公営住宅建設用地として買取りを打診してまいりましたが、既

存住宅の入所者との兼ね合いもあり継続協議となってございました。今般、入居者が現在無いこ

とや、新たに道路用地買収の話も合わせて、新たに網走南部森林管理署から売却にあたっての方

針が示されてございました。従来、新地での売買を基本としてございましたが、建物の解体につ

いては町が行い、土地価格については解体費用を控除した額を想定する旨、北海道森林管理局か

らの指導があったとのことでございます。この場合、土地の価格と解体費用の金額によりまして、

売買代金が変動することになってございます。いずれにしましても、土地評価価格と解体費用が

算出されなければなりませんので、今後積算を行っていきたいと思っております。その後、この

価格等が算出された段階で、改めて委員の皆さんとご協議しながら、網走南部森林署と交渉を重

ねていきたいと存じます。なお、今回取得を予定している用地につきましては、図面で黒枠で囲

っている部分でございまして、２７の１２、約６,５００平米のうち約２,１００平米を予定してご

ざいます。現存する建物につきましては、１棟２戸平屋建て１２７．６２平米が２棟、１棟４戸

２階建て２６４．６０平米が１棟、その後、物置等が５棟ございます。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 旧営林署跡地の取得についてということで、説明をいただきましたけども、委員の方で質問を

受けたいと思いますが。 

 

○澤田委員 

 この建物自体は大分経っているんですか。建ってから何年ぐらいになるのか。 

 

○総務課長 

 建物については住宅３棟ありますが、昭和５０年代から６０年代ぐらいに建てた建物で、そこ

に一般の人が住むというのは、ちょっと不可能な状況です。 

 

○澤田委員 

 これを壊さないで使い道はないのかと思ったんだけども、あんまり古いと補修だとかがかかっ

てくるから。定住移住だとかに使う可能性は無いのかと。 

 

○畠山委員長 

 課が違うという部分もあるかもしれませんが、定住移住の関係を今、委員が気にしていること。

確かに使えるものがあるならという部分のお話ぐらいは、頭の隅に置いていただいて、参考にな

ればありがたいと思います。 

 

○加藤委員 
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 今、委員長からもあったんですけども、公営住宅も町営住宅という考え方で計画を立ててやっ

ていく考えがあるので、ブロックと言いながら床が抜けていたり、結構改築問題がかかってくる

ので、民間の物が無いっていうこと、公営住宅だけでなく町営住宅の考え方の中で可能であれば、

いろんなことを検討した中で、例えば木造住宅、これからの公営住宅も木造で考えていく中で、

そういう一貫での町営住宅も兼ねた中での、検討を十分にされた方が良いと思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

 無ければ、次に移ります。平成２４年度町単独補助事業を活用した商品券による地域振興につ

いてということで、お願いします。 

 

○総務課長 

４点目の、平成２４年度町単独補助事業を活用した商品券による地域振興でありますが、地元

商店でできるだけ買い物をしてもらうため、町が商品券を作成し、商工会で補助金相当額、限度

額は３０万円でございますが利用金額を入力し、ファミリスタンプ加盟店で買い物することによ

り、地元消費の拡大に努めてまいりたいと考えております。平成２４年度の対象事業としては、

ここに記載の移住支援事業からスポーツ合宿等誘致支援事業までの５事業、対象者は団体を含め

て７７、金額は１,２８０万円を予定しているところであります。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今の、町補助事業を活用した商品券による地域振興について、説明がありました。何かご

ざいませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 基本的な考え方については良いと思いますが、例えば、太陽光補助だとか店舗だとか、こうい

う支払いが生じるようなものって言うのは、領収書って言うか、代金の支払いが終わった後の交

付ということになるのか。そういう形になれば、そのものの代金の支払えないっていう現状が出

てくるので、例えばその相当分は当然のように、町内業者等やいろんな立場の中では、ある程度

その辺も考慮した形の中で、例えば請求書で交付可能だとか、考慮する部分もあるような気がす

る。あくまでも、次の部分でということになってくるんですが、その辺の考え方、捉え方につい

てはどうなんですか。 

 

○総務課長 

 太陽光発電、店舗等につきましても、特に太陽光につきましては、町に補助金申請をし、町が

交付決定をし、そして業者に発注して完成して、お金を支払った後に町に補助金の申請をしてき

ております。ですから、太陽光発電については実績書に領収書が添付されておりますので、その

後に町から３０万円相当の交付金がいくようになりますので、これについては従来どおり支払っ

た後ですので、地元消費に使えるものと考えております。いずれにしても、支払った後に補助金

の申請が上がってきて交付されております。 
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○加藤委員 

 ですので、例えば、太陽光等についても清里の業者を通して太陽光を設置されたという場合に

ついては、その相当額分については請求書でもＯＫという方法を後日、領収書を添付するという

方法も、結果的には同じような気もするんですが、そういう考え方はないのかってことです。例

えば、町内の業者で太陽光をしましたよと。３５０万の支払でしたよと言った時に、３２０万は

支払って、３０万分は請求書で残っている。そしてその業者に３０万円分を払うという方法も考

慮できるのかどうか。そういうことも考えていっても良いような気がする。結果として、町内の

商工会を通した場合には振興策になっているわけですから。その辺の捉え方。町外の業者に委託

された場合は、あくまでも完全に領収書をもってということも当然必要になってくると思います

が、清里の業者を通して、そういう事業を展開した時には、その代金の部分に町の交付金を使え

るという方法があっても良いような気がするので、その辺の捉え方、考え方。もう一度検討され

る考えはあるのかどうか。 

 

○総務課長 

 今のご意見でございますが、補助金制度に関わる問題でございますので、町内の業者の場合、

仮に３０万円を後から支払うことを想定しての話ですよね。今までは、全額払った方に対して、

補助金を交付しておりましたので、その辺についてはちょっと検討をさせていただきたいと思い

ます。補助金全体に関わる問題ですので。 

 

○議長 

 去年までやっていた事業で、新たにやっているものもありますし、新規事業でカードで出すよ

という話もあると思うんですが、去年まで店舗の出店は現金で払っているんですよね。それを急

遽３００万のうち３０万はカードで払うよと。加藤委員が言われたように、例えば、店舗は新し

い店ばかりではなく、空き店舗を買うとかいろんな問題があって、３００万の現金を充て込んで

買っている人も中にはいると思うんですよね。町の方では、商店街のことも考えてカードにする

っていうこともわかるんだけども、ちょっと当初の目的とずれてきているのではないかと。考え

方が。例えば今回、この事業から商工会から申し出があって受けたようでございますが、リフォ

ームの３０万も最初これに入れるってことだったんですよ。しかし、リフォームは抜けたような

んですが、リフォームは地元業者と契約しかだめですよと言っておきながら、金を払った後、今

言われたように全て支払いを終わって、領収書をもらわなければ、３０万出てきませんというや

り方だから。その辺の問題もあるわけです。加藤委員が言われたように、間違いなく途中でわか

るような資料があれば、カードで払えば払う方法もあるんだけども、それが地元の太陽光の場合

は使えるわけですよ。ところが、現金を払って領収書をもらった後でなければ、カードを払わな

いので太陽光には使えないんですよ。それを加藤委員が言っているんだと思うんだけども、リフ

ォームもそうなんですよね。リフォームで９０万かけても、３０万は出るからやろうと思ってい

る人がいると思うんです。でも９０万現金で払いなさいと。払い終わったらカードの３０万をや

るけれども、それはリフォームに使えませんよという考えなんだから。そうすると、当初の目的

である地元の小さな業者を使ったリフォーム事業が本当に普及していくのかと。初期の目的から

ずれてきているのではないかと。一石二鳥の考えを持っているやり方でやっているようなんです

けども、どうもその辺の配慮が欠けているのではないのかなと。例えば、広告で見たことがある
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かと思いますが、斜里町のある業者が、清里にも小清水にも出しているわけですが、「住宅リフ

ォーム促進事業補助金をご利用ください」と。その横書きで、「小清水町、清里町の町民の方は

リフォーム促進事業補助金分を特別値引きします」と謳っているわけなんですよ。こういうチラ

シが町内に入っているわけなんですよ。ここにはリフォームは載ってないから良いんですけども、

これで３０万は別ですよってなったら斜里の方に流れちゃうんですよ。その辺の配慮をちゃんと

しているのかってことですよ。検討するのは良いんだけども、ちゃんと加藤委員の言われたよう

なことを検討するのかどうなのか。言っている意味がわかりますか。あなた達が言っているのは、

お金を払わなければ出しませんよと言っているわけだから。ついでに言っておくけども、これは

教育委員会の所管になると思うけども、スポーツ合宿はどこで払うのか。この論法からいくと、

緑清荘に来るか、どこに来るか、わからないけども、仮に東大生が緑清荘に来たとして、事業が

確定してから払うってことだと、帰る時に払うってことでしょ。 

 

○総務課長 

 スポーツ合宿は要綱が違うんです。 

 

○議長 

 それだと整合性がないだろうって。要綱が違うということは、来た時に払うってことでしょ。

途中で帰ってしまったらどうするの。あり得るでしょ。あなた達の考え方からいくと、現金で払

って領収書が無ければお金を出しませんよという言い方と、スポーツ合宿はどうなんだってこと

ですよ。スポーツ合宿は来た時に払いますよと。ところが、これは生身の体だから、交通事故に

あって途中で帰る人もいるかもしれないし、何か急用があって帰る人がいるかもしれないし。そ

の場合先払いしてどうするんだってこと。その辺の信用問題だとか、いろんな運用の方法はもう

少し柔軟にやったらどうかということを、今、加藤委員からも言われている話で。ある程度の時

期に払えばカードでも、例えば出店でも太陽光でも使えるよと。あなた達の要綱でいくと、現金

で払い終わって領収書をもらって、それを出さなきゃお金は出しませんよという要綱になってい

るから。 

 

○総務課長 

 全ての要綱がそうです。スポーツ合宿は別にしてですが。 

 

○議長 

 スポーツ合宿は何で別にするのか。スポーツ合宿は先にやって、途中で帰ったら誰が責任を取

るの。じゃあ何で太陽光の場合は要綱がそうならないんだ。契約して品物が付いた時点で払った

って良いんじゃないの。現金で払わなきゃ、領収書もらわなきゃ出さないというのがおかしいん

じゃないのか。カードをもらっても、それで太陽光は払えないってこと。使えないんですよね。

この要綱でいけば。 

 

○総務課長 

 使えないです。太陽光ばかりでなくて、町の補助金制度は。 
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○議長 

 太陽光で使えないで、スポーツ合宿だけで何で使えるのか。何でそんな要綱にするのか。もう

少し、親切なやり方は無いのかってことですよ。 

 

○畠山委員長 

 それらも含めて、検討していただければ。 

 

○総務課長 

 太陽光等について、すぐには回答できませんので、その辺については検討させてください。 

 

○議長 

 もう一つ言っておきますが、この出店の関係ですが、いよいよ町も寂しくになってきたんだけ

ども、焼肉屋と居酒屋みたいのができて、町も明るくなってきたんだけども、これだってやっぱ

りお金であってやってる人ではないと思うんだよ。たかだか３０万と言うけれども、３０万を終

わってからカードで払うのでは、せっかく良い物を作っておいて、３０万は現金で払いませんよ

と言うんじゃ困るんじゃないかと思うんだけども。それと、去年までやった人が現金でもらって、

今年からの人は２７０万しか出ないってことでしょ。辞めるかもしれないね。その辺の問題が、

本当に町民のことを考えてやっているのか。考えるならもう少し、カードでも使えるものにして

もらわないと。 

 

○加藤委員 

 議長も十分言ったと思うんだけども、やっぱり基本的な事業を展開していく時に、少なくても

受益者って言いますか、工事を請け負う人もメリットになるような方法での展開って言うか、片

方だけでなくて。何だかんだ制度があっても使ってもらえなければ、どうにもならないわけです

から。やる人のために、そして、結果的にそのことが地域の商工会の発展する方法をきちっと考

えて、今言われていることを再検討されていただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他、ございませんでしょうか。 

 

○総務課長 

 趣旨はご説明したんですが、現金で払わないと使用できないかどうか、検討事項はありますが、

これでやらしてもらうってことで。今までは現金で全部払ってから補助金で交付していましたが、

その辺の検討事項は残りますが、これでやらしてもらうことで良いでしょうか。 

 

○加藤委員 

 これでやらしてもらうというのは、商品券で一部使うように事業を展開していくことは良いで

すよ。だけど、それぞれの事業の展開する中において、それが使えるようにしないと、その問題

点って言うのは、これでいいですねってことにはならないと思うんです。極端なことを言うと、

これは要綱ですので、議会の承認なしでも進んでしまうんですけども。たまにひどいやつになる
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と、土壇場で要綱が変わっていて、あれってこともあるので。一概にどうのこうのとは言えませ

けども。その辺の考え方、捉え方ということを十分にわきまえた中で、このことに関してはお願

いしますと言うこと。このままやらしてもらいますって言って、何も変わらないでこのままいく

んだったら、何の意味もないことになる。 

 

○議長 

 太陽光一つ取り上げて見ても、今、加藤さんが言われているように、３０万をカードで払うの

が良いよと。良いけれど、太陽光に支払う時に使えるようにしてくれよということを言っている

んですよ。太陽光の支払いの時にも使えるような形のカードなら良いのではないのかという言い

方をしている。それはもらった人が太陽光に使おうが、何に使おうが良いんだけど。例えば３０

万のうち１５万は太陽光に使いたいとか、そういうような選択ができるような形にして欲しいと

言っているんで。これは町外の業者で付けたら、３０万の部分は業者の支払いには使えないとい

うこと。地元の業者には使えるようにしてくれってことだから。 

 

○畠山委員長 

 そこら辺を含めて、協議をしていただくということで、理解してよろしいでしょうか。 

 

○総務課長 

 はい。わかりました。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 これに関して他に無いでしょうか。 

 無ければ、総務課終わりますが、全般的に総務課について何かございませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 今日の議題でないことなんですが、町民会館の関係です。札弦の札弦センターも立派に改築し

たわけなんですが、実際に中を見ますと、清里の町民センターに無いものがたくさんあるなと。

例えば変な話、ゴミ箱の一つまでも違うと。それらの問題もありますし、３月の予算審議の中で

は、葬儀には希望があれば貸し出しますよということを初めて知ったわけですが、そうなってく

ると、２階の使い方にもよりますが、少なくても薄い畳の上で寝るようにするのか、坊さんの控

え室にするのか、そういうことに使う場合もあるでしょうし、何と言っても夏になると和室はエ

アコンの問題が非常に大変だと。こういういろんな問題点って言うのは、確か今後協議していき

ますという言葉があったんですが、いつになっても出てこない。そういうことで、この委員会の

中で総務課にきちっと出しておこうと。今日回答が出るものではないですけども、それらをどう

いう方向にしていくのか、このままにしていくのか。いろんな検討を次の委員会くらいまでに報

告をしていただきたいなと要望しておきます。 

 



 

- 11 - 

○総務課長 

 町民会館の２階につきましては、葬儀等で使用が必要な場合については、他に貸し館が入って

なければお貸しますということで、自治会長会議等で説明しておりますが、２階を使う場合も会

議室も兼ねておりますので、飲食等は無理ですので、例えば坊さんの控え室とか、役員の打合せ

等で使うようになろうかと思いますので、現状のままで使うことを考えております。そういうこ

とで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 坊さんの控え室になったら、着替えをするわけですから、薄い畳で１畳ぐらいのやつだとかが

あったら、４畳分ぐらい敷いて着替えのできるようなものとか。そんなに予算がかかるわけじゃ

ないから、現状として改築しろと言っているわけじゃないですから、そういういろんな一つ一つ

についてのことは良いので、トータル的に清里の町民会館の不備、あるいは改善できるもの、し

なければならないもの、あるいは現状としてこのままずっといけるという整理をして、次の委員

会までにお願いをしたいということです。 

 

○総務課長 

 町民会館の２階については、空いている場合の利用ということで、例えばそこに畳を敷いてと

いうことは考えていない。お坊さんについても、全部着替えるわけではなくて、下に長襦袢なん

かを当然着用していますので。それと今のところ、遺族の控え室の方でやっている方が多いので、

葬儀をやるところにおいて、２階を必要とする場合で空いている時にはお貸ししますということ

ですので、そこに畳等を用意することは考えてはございません。 

 

○加藤委員 

 葬儀だけの問題ではないと思うんですよ。町民会館っていうのは、防災センターでもあるんで

すよ。そういういろんなことを考えた時に、いざとなった時にやっぱり畳というものも必要にな

ってきたりすることもあるんじゃないですか。そんな高額なものでないし。次回までにできるの

か、できないのか言ってください。 

 

○畠山委員長 

 次回までに協議して、答えを出すってことで良いですね。 

 

○前中委員 

 今、清里町の町民センターが出たんですが、札弦の方もやはりこういう話がありまして、西日

がかなり入るんですけども、カーテンが無いんです。現状の中で。冬場は大変暖かくて、それな

りの節電になってくると思うんですけども、夏はかなり、想像を絶する温度になるかなと思うん

ですけども、カーテンもどんなカーテンが良いのか僕はわかりませんけども、必要ではないか。 

 それともう１点、テレビがあるんですけども、木でできた座椅子のベンチがあるのですが、な

かなかご高齢の方は、壁にもたれながらベンチに座るよりは、ソファーなどがあってテレビに向

かって座りたいなっていう要望も現実にあったんですけども。やはりその辺も同じように、考慮

していただければと言うか、その辺も判断していただきたいと思います。 
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○畠山委員長 

 話としてと言うよりも、意見としてでよろしいですか。 

 あと、他にございませんでしょうか。 

 

○総務課長 

 ちょっと１点よろしいでしょうか。 

 新町の定住促進団地でございますが、４月２０日までの初回の受付ということで、申込みを受

けておりました。それで結果的には、１４区画のうち７区画の応募がありました。いずれも清里

町内の方で、町外に通っている方が４世帯、地元に勤務している方が３世帯ということでした。

今後も引き続き、募集を行ってまいります。 

 

○前中委員 

 その７戸のうち、町内の建築業者で建てる方は。 

 

○総務課長 

 それは、まだわかりません。 

 

○前中委員 

 あくまでも購入したという段階ですね。 

 

○議長 

 全部町内の人だってことですね。 

 

○総務課長 

 そうです。 

 

○畠山委員長 

 他にないですか。 

 無ければ、終わります。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは、生涯教育課から１点。説明お願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課からは、平成２３年度一般会計補正予算専決処分についてご説明いたします。資料

の１０ページをお開きいただきたいと思います。 

 本事業につきましては、国の平成２３年度の第３次補正によりまして、２３年度繰越事業とし

て既に事業着工をしております。間もなく改築いたします部分の体育館、特別教室の解体作業が

始まるということでございます。全体工期につきましては、１１月２０日を予定しているところ



 

- 13 - 

でございます。今回の補正予算専決処分につきましては、２月に議決をいただきました予算額に

対しまして、事業費、工事費が確定したことによります歳出の減額、及び国からの交付金等の財

源について調整が必要となったための措置でございます。具体的に申し上げますと、資料１０ペ

ージで、まず現計予算額の合計②の欄をご覧いただきたいと思います。３月時点での予算であり

ますが、歳出が工事費２億１,４９３万５千円、財源内訳につきましては、交付金見込み額９,４４

３万９千円、起債の①緊急防災・災害事業債が３,７３０万円、起債の②地方単独事業債で８,３１

０万円、残り一般財源が９万６千円ということで、計上させていただいておりました。通常、繰

越事業であれば、翌年度に繰り越す時点、３月末の時点につきまして、歳入歳出額及び財源内訳

につきましても、確定をし、繰越をいたしますが、今回の事業に関しましては、国の予算が平成

２４年度に全体を繰越して執行しております。交付金の額につきましても、現時点で交付決定は

されておりますが、今後、事業の完了までの間に交付金の対象分と対象外の分の振り分け作業を

行うということでございまして、最終的には工事完了まで、交付金の額が確定しないという状況

になっております。この振り分け作業につきましては、実際、北海道とのやり取りの中で作業を

しておりますが、今後内容を精査され、現在の見込みとしまして、交付金対象額、対象経費が外

れる分、対象外となる経費が出てくるということで、交付金及び起債の額を減額いたしまして、

一般財源を確保し、翌年度に繰り越しをするということで、今回補正をしたものでございます。 

 具体的に今回の関係ですが、交付金と起債の算出の基礎となります、表の（ｂ）配分基礎額が

ございますが、こちらで予算時より約２千万円ほどを少なく見込みをいたしまして、これによっ

て表の一番下の欄、今回補正額になりますが、交付金が１,３２０万４千円の減額、起債額は①と

②を合わせまして１,９８０万円の減額、代わりに一般財源を２,７２１万９千円増額いたしまし

て、補正後の予算額を上の合計欄としております。歳出につきましては、事業費が確定しており

ますので５７８万５千円の減額となります。歳入が、交付金８,１２３万５千円、起債が①と②を

合わせて１億６０万円、一般財源が２,７３１万５千円ということでの予算額になります。 

 尚、財源の確定につきましては、事業の完了後となりますが、今回の専決補正につきましては、

今後の交付金及び起債の額の変動によりまして、一般財源が不足する事態とならないための予算

措置でありまして、金額が２,７３１万５千円ということで、当初予算に比べまして大幅に増額と

なっておりますが、この数字につきましては現段階での見込みであり、安全な数字で計上をさせ

ていただいておりますので、ご了解をいただきたいと存じます。事業精算時におきましては、交

付金の額が増えることによりまして、その分一般財源が減るという計算になってまいります。 

 また、起債につきましては、このルール計算上でいきますと、配分基礎額のｂの増額に連動し

まして、起債の額の増額とすることになりますが、現時点で起債につきましては、３月末時点で

予算を確定しなければならない。起債に関しましては、繰り越す場合も必ず３月末での予算の確

定が必要になってきます。そのため、実際の借入を行う際におきましては、この予算額、起債の

①でいきますと２,８２０万、②でいきますと７,２４０万という、この予算額を超えて借入れるこ

とができないということになりますので、結果的には事業精算時に金額の調整ができるのは、交

付金と一般財源の額との間の調整になってまいります。先ほども言いましたが、交付金の額が補

助対象額が増えれば交付金の額も増えますので、その分一般財源は減ることになります。 

 また、全体的な負担割合については、専決補正後において負担割合で示しているとおり、交付

金で３８．８％、起債借入に係る交付税措置額が起債①と②を合わせて３５％、２３年度の一般

財源及び後年度の実質負担がともに１３．１％ずつとなりまして、結果的にこの１３．１％ずつ
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足しますと、町の持ち出し分が２６．２％という現在の状況になっております。交付金の額の確

定がこれからされますので、現時点における一般財源の確保による補正措置ということになりま

すので、ご了解いただきたいと思います。以上で終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、光岳小学校屋内運動場等改築工事補正内訳でございましたが、何かございましたら。 

 

○加藤委員 

 事業費が確定していて、交付金の額は決定じゃないですよと。これは最低限の交付金額を見て

いるということで良いのですね。 

 

○生涯教育課長 

 仮に、一般財源を確保しておかないと資金がショートしてしまいますので、そのために最低限

ということで、この交付金額を低めに見積もりまして、その分一般財源を増やしているというこ

とでございます。 

 

○畠山委員長 

 他、ありますか。無ければ、生涯教育課はこれで終わりですが、これに関連して何かございま

すか。 

（「なし」のとの声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ、終わります。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは、２、道外所管事務調査です。ここで確認をしておきますが、今年度、道外視察を行

うということで進めてよろしいでしょうか。本来であれば、前回も両委員会合同で進めさせてい

ただいたわけでありますが、今回も合同でよろしいでしょうか。視察の中身についてですが、今

は頭の中に何もございませんが、委員の中でありましたら、お話をしていただければ助かります

が。 

 

○加藤委員 

 特に無いので、両委員長と事務局とで、原案を２、３点絞ってもらって、それまでの間に各委

員から要望があれば提出ということで。この場ではなかなか出せないので。 

 

○畠山委員長 

 ただ今の、加藤委員から出たんですが、そんな感じで進め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、事務局から説明をお願いします。 
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○事務局長 

 現状までの経過は、ご案内のとおり１１ページに記載のとおりでございまして、総務文教・産

業福祉合同でということで、平成２０年度から合同でということでやっておりますので、今、確

認のとおり、今回も両委員会合同でということでございます。期日は概ね１１月下旬。相方の方

もあるので、定例会の開催月には行っていないようでございますので、今回も大体同様の時期で

考えてよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○事務局長 

 では、５月８日に臨時会がございますので、それまでに両委員長とご相談申し上げて、調査府

県及び調査内容について、詳細を報告できるような形で進めていきたいと思いますが、それでよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○事務局長 

 それでは、５月８日に詳細をご提示申し上げるということで、よろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 それまでに、両委員長と事務局で、どこまで資料を取れるかわからないのですが、たたき台と

して出したいと思います。それまでに委員の方々からお話をしていただいて、そこら辺うまく進

めていければと思っております。視察の関係についてはよろしいでしょうか。 

 次に、３、次回委員会の開催について。 

 

○事務局長 

 お話申し上げたとおり、５月８日に臨時会が予定されておりますので、それが終わった後に本

委員会を開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 その他、委員の方で何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 事務局の方から何かございませんか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

○畠山委員長 

それでは、以上で第５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２５分） 


