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第２回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年２月２５日（月） 

    開 会     午前 ９時１０分 

    閉 会     午前１１時５０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地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）の概要について 

  ②平成２４年度一般会計補正予算（第８号）の概要について 

  ③平成２５年度清里町予算の概要について 

  ④平成２５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 

  ⑤清里町再生可能エネルギー導入可能性調査について 

 ●生涯教育課 

  ①清里町図書館条例の一部改正について 

  ②平成２５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スポーツ・文化施設の管理業務委託について 

  ④平成２５年度公立高等学校入学者選抜出願状況について 

 ●消防清里分署 

  ①平成２４年度消防費補正予算について 

  ②平成２５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．議会費予算について 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（議会費）について 

  ②平成２５年度一般会計当初予算（議会費）について 

３．意見書の検討について 

  ①平成２５年度地方財政対策に関する意見書（案） 

４．道外所管事務調査報告書について 

５．次回委員会の開催について 

６．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 
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○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 

 ■企画財政Ｇ主任    土井 泰宣 

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

 ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一    ■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁 

 ■社会教育Ｇ主査    小林 正明 

 ■消防清里分署長    二瓶 正規    ■消防清里分署庶務係長 田中 義裕 

 

 

○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・報告事項について、総務課より５点ございますので、１点ずつ説明願

います。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課から５点について協議・報告をさせていただきます。 

 １点目は、地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）の概要について、

１ページでご説明いたします。 

 この制度の背景でありますが、国においては平成２５年１月１１日に日本経済再生に向けた緊

急経済対策を閣議で決定しているところでございます。この対策において追加される公共投資の

主要負担が大規模であり、しかも総選挙の影響で平成２５年度予算編成が遅れていることから、

今回に限っての特例措置として、平成２４年度補正予算で地方公共団体の追加交付の負担額にお

いて、地域の元気臨時交付金を交付するものでございます。平成２４年度の国の予算額では、１

兆３,９８０億円となっております。交付対象事業としては、次の２ページをお開きください。左

側の上段の例では、Ａの補助率法定事業、Ｂの直轄事業、Ｃの補助金なしの事業で、この内斜線

の部分の地方負担分の８０％は元気臨時交付金なり、地方公共団体に交付されることになってお
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りますが、交付される事業名については、今後国において示されることとなっております。 

 それから、この交付金の充当事業については、右側の欄になりますが、この例ではＣ事業に元

気臨時交付金を充当可能、Ｄ事業の単独事業、Ｅの基金についても、２５年度以降に単独事業と

して充当することになりますが、この具体的に充当する部分についても、国において今後示され

ることとなっております。 

 次の３ページは、地域の元気臨時交付金に係るスケジュールとなっております。国においては

補正予算の成立を２月中旬に見込んでおりますが、予算審議の遅れで未だに補正予算が成立して

おりませんので、このスケジュールから相当遅れた中で事業が執行されるものと思われます。以

上で内容の説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ①の元気臨時交付金について説明がございました。何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 この交付金の中で、清里町で見込まれる事業はあるのか。新年度予算との兼ね合いもあるかと

思いますが、現時点ではこれの頭出しはどういう形になっているのか。 

 

○総務課長 

 この元気臨時交付金につきましては、国も地方公共団体も２４年度の補正予算の扱いとなりま

す。今まだ確定ではありませんが、想定されるであろう事業としては、公営住宅建設事業、道営

農道整備負担金、畑かんの１市４町の負担金、これらが可能性と言いますか、想定しているとこ

ろでございます。 

 

○畠山委員長 

 他に。なければ、次に進んで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についてお願いします。 

 

○総務課長 

 ２点目の、平成２４年度一般会計補正予算（第８号）の概要について、ご説明いたします。こ

れについては、４ページをお開き願います。 

 歳入につきましては、実行予算に基づく町税及び地方交付税の減額補正、それと合わせて事業

等の一部確定しているものがございますので、国・道補助金の交付の確定、財源の振替、町債の

減額が主な内容でございます。 

 歳出については、事業の執行に伴う不用額の減額補正、燃料費の高騰に伴う所要額の補正、今

年度の大雪による除排雪の委託料の補正、介護老人保健施設の介護報酬のオーバー部分の減債積

立金、国民健康保険で医療給付費の増加が見込まれておりますので、国保特別会計の繰出金の補

正、これらについては合わせますと５,３９２万５千円の減額。それから、先ほどご説明いたしま

した国の緊急経済対策による国営畑地かんがい事業維持管理協議会負担金、道営農道整備保全事

業負担金、公営住宅建設事業負担金で、この３事業で１億６,２６４万４千円の増額となります。
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差し引きまして、今回の補正額は１億８７１万９千円を追加し、予算の総額を５０億４,２１７万

８千円とするものでございます。この補正予算の詳細につきましては、この後所管する課より、

それぞれ説明がございます。なお、今回補正予算を提示しておりますが、過疎債、国庫補助金等

で歳入が未確定のものもありますし、今後、国の緊急経済対策等については繰越事業で実施する

ものもありますので、必要に応じまして３月末日をもって専決処分の措置をさせていただきたい

と思います。説明は以上です。 

 

○畠山委員長 

 平成２４年度補正予算について説明がありましたが、これについて何かありませんか。 

 

○畠山委員長 

 なければ、次に移りたいと思います。③について説明願います。 

 

○総務課長 

 ３点目は、平成２５年度の予算の概要でございます。これにつきましては、別冊でご説明した

いと思います。 

 まず１ページ目でございますが、平成２５年度の予算編成につきましては、国の予算編成や施

策の動向を注視した中で、第５次総合計画あるいは第４次行財政改革大綱、さらには協働・共生

・共創のまちづくりの充実発展を基本姿勢とし、具体的な施策として庭園のまちづくり構想を推

進してまいります。 

 ４ページをお開きください。上段の表は各会計の予算額となっております。一般会計から焼酎

事業特別会計まで７会計の予算総額につきましては、５５億３,９７０万６千円となっておりま

す。前年度当初は６０億８,７１１万５千円でしたので、前年対比では５億４,７４０万９千円の減

額となっております。この要因といたしましては、一般会計ではパパスランドさっつるの改築工

事の終了や、先ほど説明いたしました公営住宅建設事業等の国の緊急経済対策によります平成２

４年度の繰越事業と措置しておりますので、一般会計では５億３,３９０万円の減となっており、

年対比では８８．５％となっております。なお、特別会計につきましては、介護保険事業、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、保険給付の実績から予算計上を行って

いるところでございます。それから簡易水道事業及び農業集落排水事業特別会計につきましては、

起債償還額の減が主な要因となり、それぞれ減額の予算計上を行っております。焼酎事業特別会

計につきましては、デザイン等の経費の増加等により、増額の予算計上となっております。 

 次に５ページをお開きください。５ページにつきましては、一般会計歳入の内容でございます。

ここで依存財源と自主財源に区別し、主なものについてご説明したいと思います。最初の依存財

源の地方譲与税から地方特例交付金までについては、国の地方財政計画の影響及び過去の実績等

を勘案し、それぞれ前年同額で予算計上しているところでございます。地方交付税につきまして

は、本町の基準財政需要額を積算し、町税などの基準財政収入額を控除した見込額、過去の交付

実績などを勘案し、１億２千万円の増額で予算計上しております。国庫支出金、町債につきまし

ては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の完了及び公営住宅等が国の緊急経済対策に

より２５年度に繰り上がったことにより、国庫支出金では１億９千万８千円の減、町債において

も３億４,７７０万円の大幅な減の予算計上となっております。次に自主財源であります町税です

が、町民税については景気の低迷と勤労者所得の減少が見込ますが、農業所得においては現状で
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推移しております。また、固定資産税についても家屋の新築等で増加が見込まれておりますので、

全体としては前年度より５６０万円の増で予算を計上しております。繰入金につきましては、大

型事業の完了などにより前年度より１億３０２万９千円の大幅な減額予算。諸収入につきまして

も３,８９０万１千円の減額となっております。 

 次に６ページの歳出の概要ですが、款別で主な増減内容をご説明いたします。議会費につきま

しては、インターネット中継システム、議場音響設備の改修及び議事録作成システムの導入によ

り、前年度と比較して１,４８５万２千円の増の予算計上となっております。総務費につきまして

は、庭園のまちづくり事業、戸籍事務電算化事業、町有林管理事業、庁舎照明改修事業など新た

な事業もありますが、予算では前年対比１,２７２万円の減の予算計上をしております。民生費に

つきましては、制度改正によります障害者自立支援費の伸び及び介護老人保健施設の委託料の増

額により、前年対比４,９８１万９千円の予算増となっております。衛生費につきましては、北見

日赤病院改築負担金がありますが、前年対比１,６７３万３千円の減の予算計上であります。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の完了や道営農道整備事

業が２４年度事業に繰上がっておりますので、前年対比４億３,８４１万８千円の大幅な減の予算

計上となっております。商工費につきましては、概ね前年並みの予算計上。土木費につきまして

も、公営住宅が２４年度事業に繰上がっておりますので、前年度対比８,６７８万２千円の減の予

算計上であります。消防費につきましては、デジタル無線整備実施設計及び分署負担金に係る人

件費の増等により、前年対比１,１５０万５千円の増の予算計上であります。教育費につきまして

は、児童用パソコンの更新事業、スポーツ・文化施設管理委託、図書管理検索システムの整備、

多目的運動場整備事業などの新たな事業により、前年対比８００万２千円の増額計上となってお

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、前年比較６,０７８万９千円

の減の予算計上となっております。 

 なお、詳細につきましては、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、１ページの清里町の２５年度の予算編成方針について、ご説明いたします。先ほど

課長が説明しました内容と重複するところもありますが、ご了承いただきたいと思います。 

 まず、平成２５年度予算編成におきまして、どういうことを重視しながら編成してきたかとい

うことについて、ご説明したいと思います。編成に当たりましては、国の編成動向、政治が大き

く変わってきているということで、そういったことを注視しながら、あくまで第５次総合計画、

第４次行財政改革大綱を基調としながら、協働・共生・共創のまちづくりをより進展させていく

ための施策を実施していくことを主体に調整をしてまいりました。下段の予算編成における概念

図をご覧ください。総合計画を基本としながら、櫛引町長が掲げております庭園のまちづくり構

想を総合計画実行の具現化するための施策、中心的概念と捉えまして、平成２５年度については

重点施策として４つの柱を主体に編成を行ってまいりました。まず、１つは地域経済活性化、２

つ目が情報共有と発信、３つ目が健康・子育てサポート、４つ目が教育サポート。これら４つの

重点施策につきましては、新規の事業はもちろんでありますが、一昨年、昨年からの継続事業、

あるいは継続事業の中においても拡充されている事業も含まれております。その結果、住民生活

あるいは住民活動といったことに直結する、直接的に関わりのある施策、これが中軸となって編

成が行われている形となっております。この他、総合計画の推進項目事業でもありますパパス整

備は外構整備がまだ残っております。それから、省エネ対策、各種インフラ整備、７０周年記念
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事業といったハード的事業につきましても、着実に実行するための予算を組み入れております。 

 次に、庭園のまちづくり事業に関してですが、昨年９月に庭園のまちづくり構想が策定され、

皆様にもお示しした経過がございます。本事業の取組内容を明確化していくために、総務費の中

に新たに「庭園のまちづくり事業費」ということで新設してまいりたいと考えております。設定

科目の詳細につきましては、後ほどご説明申し上げますが、事業内容としましては、本構想にお

いて景観形成事業で謳われております景観整備のための事業実施の費用を、２５年度については

計上させていただいております。この事業の内容については、担当課よりそれぞれ後ほど説明が

あろうかと思います。以上が、平成２５年度の予算編成方針の基本的な考え方であります。 

 なお、本方針に伴う実施事業につきましては、１ページ下段の概念図と連動した形で、それぞ

れ資料の２ページ、３ページに重点施策別に事業内容を整理しております。あくまで予算を伴う

事業のみを掲載しております。当然のことながら、予算を伴わない課題解決に向けた新たな事業

・取組みについては、掲載しておりません。これらについては、執行方針内での明記あるいは記

載の個別事業の内容と合わせて、この後担当課より説明があるかと思います。 

 次に、５ページ、６ページにつきましては、先ほど課長より詳細な説明がありましたので、７

ページをお開きください。本年度の予算は約４１億円ということでございますが、２５年度一般

会計歳出の内、性質別予算額調ということで掲載しております。例年同様でございますが、割合

が高い順に、物件費２６％、公債費２１％、人件費１７％という順になっております。物件費の

内訳ですが、記載のとおり委託料が全体の６５％を占めており、中でもその半数以上が老健の指

定管理委託料になっております。 

 続いて、８ページをご覧ください。冒頭で説明いたしました平成２５年度の予算科目の内、平

成２４年度から新設されたもの、廃目になるものについて説明いたします。１つ目が総務費であ

ります。開発促進費の中の「花と緑と交流のまちづくり事業費」を廃目とします。次に先ほど申

し上げました「庭園のまちづくり事業費」が総務費に新たに項として新設され、庭園構想におけ

る重点計画項目の１つであります「ふるさとの森づくり事業費」と「花と緑と交流のまちづくり

事業費」の２科目の新設をしたいと考えております。なお、「花と緑と交流のまちづくり事業費」

につきましては、正確に申し上げますと、移設されたという捉え方をしていただいても構いませ

ん。内容はほぼ本年同様という形で予算措置をしております。続いて農林水産業費ですが、パパ

スランド整備に伴う補助事業の終了に伴い、８目「農山漁村活性化対策費」を廃目としまして、

新たにパパスランドに併設されております活動施設を町民活動施設と名称を変更しまして、「町

民活動施設費」として科目を新設いたします。以上の３カ所が、主に２５年度の科目の新設及び

廃目でございます。 

 以上が、平成２５年度当初予算における概要説明となります。本概要書に未掲載の分析資料、

各施策の事業の詳細につきましては、議会前に皆様に審議資料に掲載の上、配付する予定となっ

ております。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２５年度の予算の概要について説明がございました。何かございましたらお受け

いたします。 

 なければ、次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 
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 それでは、次に④についてお願いします。 

 

○総務課長 

 ４点目の、平成２５年度一般会計当初予算主要施策（総務課所管分）につきましては、それぞ

れ担当から説明いたします。 

 

○総務Ｇ主幹 

 それでは、平成２５年度一般会計当初予算主要施策事業調べについて、総務課所管分を説明い

たします。私からは２事業について説明いたします。資料の６ページをお開きください。 

 ２款総務費・２項総務管理費・１目一般管理費、新規事業としまして７０周年記念事業でござ

います。開町７０周年を記念しまして、式典を行うとともに、清里町百年史を発行してから１５

年を経過した町史発行に向けて事業を着手するものでございます。７０周年記念式典事業につい

ては、功労者への報償金ですとか記念品、しおりの印刷代を含めまして全体で１８１万４千円、

町史編纂事業については、今計画しているのが２７年の発行を考えております。それに基づき平

成２５年度については、人夫を雇っていきたいと考えております。事業費は１０５万円でござい

ます。 

 それから、１４目総合庁舎管理費、こちらも新規事業としまして庁舎照明器具取替事業を行っ

てまいりたいと考えております。こちらは、昭和４８年の庁舎建設当時から設置されております

照明器具について、劣化が激しい状況でありますので、今回低電力のＬＥＤ照明に取り替えて、

省エネルギー化を図るものでございます。今の計画では３年間で全て終わらせたいと考えており

まして、２５年度については役場庁舎の１階部分と２階事務室を考えております。事業費につい

ては２,２０７万円でございます。財源についてはどちらも一般財源を充当してまいりたいと考え

ております。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 引き続きまして、企画財政グループ所管分についてご説明いたします。 

 ２款総務費・２項総務管理費・２目財産管理費の旧営林署住宅撤去事業でございますが、現在、

土地・建物を取得手続き中であります旧営林署跡地の住宅等を撤去しまして、今後団地整備が予

定されております公営住宅建設用地として整備を行うものでございます。記載の建物等について

今後、取壊しを予定しておりまして、事業費は工事請負費５４８万１千円を計上しております。 

 続いて、４目広報費のホームページリニューアル事業でございますが、現在のホームページの

形ができてから既に７年が経過しております。この間情報の発信を行ってまいりましたが、さら

なるホームページの充実を図り、魅力あるホームページづくりを図るため、全面的なリニューア

ルを行うものでございます。現在使用しておりますホームページソフトから新しく選定するソフ

トウェアに更新を行い、画面構成等も変えていきながら、見やすさ、情報力の向上を図ってまい

りたいと考えております。事業については、ソフト料等の更新を含む業務委託料として３３０万

円を計上しております。 

 続いて、３項開発促進費・１目企画振興費の移住定住促進事業でございますが、２４年度から

始まった移住支援交付金と、２５年度からは対象者が出てきます定住支援交付金により、町内に

住宅を取得し移住・定住する方への支援を行い、事業の促進や人口維持を図るものでございます。

事業については合わせて３７５万円を計上しております。以上で説明を終わります。 
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○畠山委員長 

 ただ今、２５年度一般会計当初予算主要施策事業（総務課所管分）の説明がありましたが、何

かありませんか。 

 

○加藤委員 

 総務課の関係の主要施策なのですが、予算編成新設の中で、花と緑と交流のまちづくり事業の

廃目と言いながら、結果的には庭園のまちづくり事業の中に組み入れただけですよというスター

ト切っていく。この中にあるふるさとの森づくり事業については、例年やっている植樹の関係の

費用などだと思うのですが、２５年度の庭園のまちづくり事業に関して、従来の花緑事業の継続

ですよという説明がありましたが、２５年度に向かっての大きなポイントと言いますか、事業の

展開の方法、そういう内容についての捉え方の説明がないわけあります。この第５次総合計画の

２５年度当初予算の説明で、中心に庭園のまちづくり構想を進めてきているわけですが、この辺

の具体的な組み方、考え方をもうちょっと詳しく説明していただきたいのですが。 

 

○総務課長 

 先ほど予算編成の中で、庭園のまちづくり構想についてご説明いたしましたが、庭園のまちづ

くり構想については、予算科目は総務費で予算計上しておりますが、この中の事業としては「ふ

るさとの森づくり事業費」と「花と緑と交流のまちづくり事業費」ということで、「ふるさとの

森づくり事業費」については、この後産業福祉常任委員会でご説明があるかと思いますが、さく

らの山の整備とか、神の子池の調査設計等の事業も盛り込んでいるところでございます。 

 

○加藤委員 

 具体的には各課から説明あるというのは十分わかっています。だけど、トータルとしてこの庭

園のまちづくり構想の方向性をどのように捉えて、今後事業展開をしていこうとしているのか。

各課でそれぞれ説明があるからという形で本当に良いのか。どの部分にウエイトを置いているの

か。１ページの２５年度の予算概要をまとめてくれていますが、これを１つずついくと、例えば

省エネの中の太陽光導入支援と言ったって、年間にしたら４５０万見ていますが、それが例えば

切れたら継続せずに終わってしまうんですよ。次年度で募集停止だとか。いろんな形の中で、た

だ今もやっているものをまとめて、庭園のまちづくり構想としているだけで、本当に大きなポイ

ントが何なのか。特にこの庭園のまちづくりが２５年度の予算編成方針の中で、各課の説明はあ

るかもしれないけども、大きな柱としてどういう方向に向かって進んでいくのか。どういうもの

に重点を置いていくんだというポイントが見えない。特に２５年度はどの部分にウエイトを置い

て、各課に配分して事業展開していくんですよと。その総まとめが総務課だと思うので、それに

ついて。この情報共有発信の中に議会ネット中継が新しい事業として入っていますが、これは何

も展開する話ではなくて、方法としてこういう方法でやっていくというだけのことですから。議

会の情報公開はされているわけですから、ただそれをネット公開するだけのことで、特に事業展

開という形ではないと思うので。 

 

○総務課長 

 庭園のまちづくり構想については、構想といたしましては、商工観光とか、産業とか、福祉と
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か、連携してということで、本年度については構想の重点計画ということで、１つは「ふるさと

の森づくり計画」、１つは「豊かな庭園づくり計画」、１つは「花と緑のまちづくり計画」、こ

れを重点計画をしておりますが、２５年度においては「ふるさとの森づくり計画」を重点計画と

して事業を進めてまいります。 

 

○加藤委員 

 森づくり事業で進めていくということですが、それは今までやっていることを充実してという

ことなのでしょうが、それで清里町の経済が大きく、あるいは良い方向に向いていくような施策

が、当然必要だと思います。そういうふうに導いていく方向性の中で、当然のようにこの庭園の

まちづくり構想があると思うので、今の清里町がおかれているいろんな環境の中から、一歩前へ

進んでいく方向性、あるいはそれを予算化していく。予算に挙がらないものもあると言いながら、

やっぱり事業展開していく中にはかかっていくと思うので。その森事業というのは、今年やって

今年出るものではなくて、将来に向かって自然豊かな町を整備していく１つの大きな柱、これは

長い年月をかけてやっていかなければならない事業ですから。具体的にはそれしかありませんと

いうことで、他にはないということですか。 

 

○総務課長 

 まず、予算編成の基本ですが、今も国で緊急経済対策、道の施策が打ち出されておりますので、

２５年度予算編成につきましてはこういう国の動き、それから第５次総合計画、行財政改革大綱、

これらの推進は基本として、尚且つ、今年は庭園のまちづくり構想を具現化していくということ

で、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 道や国が補正予算を組みます、大型事業を展開していきます、名乗りを挙げろ、と言われまし

ても、実施設計も具体的な方向性がなければそれに乗っていけないんですよ。国の予算がどうの

こうのと言っていますけども、そういう予算はどういうものが出てくるのだろうかと同時に、こ

の町が将来に向かって必要なものにはどういうものがあるのか。これを今回やってもらわなけれ

ばならないということの中で、具現化していく方策については、現時点でどのくらいのことを想

定されているのですか。今、これから３年なり、５年の間、特に２５年度に向かって、今年早急

にまちづくりの中で事業展開していかなければならないという、事業課題はどのように捉えてい

るのか。国の予算や補正が出ますからと言っても、出てからそれに合う事業を探すという話では

ないと思うんですよ。 

 

○総務課長 

 平成２５年度においては、この後それぞれ所管課より説明があるかと思いますが、事業の中で

実施設計等を組んでいる事業は当然ございます。例えばプールは今の施設が良いのか、今後どの

ような施設が良いのかどうか、設計をやっているものもありますし、消防等についてはデジタル

無線の実施設計等の取組みを進めておりますし、ごみ焼却炉においては今現在、長寿命化に向け

て道と協議をしているということもありますし、道路等についても計画的に設計、それから橋の

長寿命化計画に基づく設計等も２５年度予算には当然載ってきております。 

 



 

- 10 - 

○澤田委員 

 移住定住の関係も例年より予算が多いと思いますが、具体的に移住定住に向けて力を入れてい

くということですか。 

 

○総務課長 

 前回の１年目の予算については、町外から清里町に移り住んだ移住の方への支援策ということ

でございますが、２年目からは平成２４年度に住宅を建てた人の固定資産税相当分、金額にして

予算額１００万になりますが、これについては２５年度から５年間支援をしてまいるということ

で、予算額が増えているところでございます。 

 

○田中委員 

 定住の補助については、持ち家がない人には補助を出して、家を持っている人が建替えする時

には出さないということですか。 

 

○総務課長 

 はい、そうです。 

 

○畠山委員長 

 参考までに、２４年度に建てた対象人数は何人いるのですか。 

 

○総務課長 

 定住支援交付金の対象となる方、２４年度に持ち家を建てた方は１０人程度となっております。 

 

○加藤委員 

 非常に微妙な部分があるかなと。移住については良いと思うのですが、ここに定住して住んで

いる方が新しく清里に定住するために家を建てた時の、次年度から５年間の固定資産税の助成の

部分ですが、だめとは言いませんが、そうするのであれば、少なくとも清里に住宅を持っていて

も新築等をする人にも同じことが言えると思うので、この辺の捉え方、考え方。基本的には清里

で快適な暮らし、生活環境をしていくためで、清里に住んでいるけども住宅を持っていない人が

家を建てることだけを対象とする助成というのは、ちょっとどうなのかなと思います。逆を言え

ば、清里で新築住宅を建てるなり、建替えするという場合でも助成交付があっても良いような気

がしますが。その辺の捉え方について、確かに定住していくという観点からいけば、金額にもよ

ると思いますが、具体的にどういうことでそういう内容になったのか。それだと限られてくるよ

うな気がしてならないんですよね。その事業展開として。実際には清里に住んでいるわけですか

ら、言葉はわかるけども、それが清里町全体でまちづくりをしていく、底辺の部分で本当に合致

するのか。もっと他に事業展開ですべき方向はないのか。私はもう一歩踏み込んだ形での定住促

進のあり方をしていかなければならないような気がするのですが。 

 

○総務課長 

 定住については昨年度から、家を持っていない方、借家や公営住宅に入っている方などを対象

として、清里に家を建てて住んでもらうということでこの制度を制定したわけであります。加藤
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委員のおっしゃるのは、家がある方が新たに建替えをした場合についても、この制度の利用はで

きないのかというご意見だと思いますが、制度として新たに家を建てる方を対象にと進めてきた

経過がございます。 

 

○加藤委員 

 そういうことであれば、逆に改築リフォームだとか、あるいは新築住宅の部分についても町内

者には何らかの支援策をしていく必要があるかなと思うので、もう少し平等性と言いますか、他

の部分でも考えた方が良いかなと感じるので。 

 

○前中委員 

 ２５年度の予算編成について、今回庭園のまちづくり構想を中心にしたフローチャートなので

すが、ちょっと疑問点があるのは、省エネだとか、パパスランドの整備。これはやはり省エネと

いう中で、地域における地産地消という中で、住み良い生活を町民ができる場の提供を考えると

いう部分も省エネに含まれていると思います。また、パパスランドに関しては、交流人口の増加

と言うか、今まで以上に交流人口が活発化された中で、この町が庭園のまちづくりの中でクロー

ズアップされて、そういう部分で新しい産業構造と言うか、雇用とまではいかなくても、活気が

出るというのがメインになるべきだと思うのですが、図の中での話なのですが、それが除外され

ている。そして、情報共有発信ということもありますが、先ほど各委員からもありましたが、議

会のネット中継は果たして総合計画の中で組み入れた目玉になるものなのか、僕自身も疑問があ

ります。もっと検討するのであれば、この後再生可能エネルギーの取組み等の説明があると思う

のですが、省エネあるいはパパスランドの整備、そういったところをもう少しこの図で具現化し

て、もう少し総務課が中心となって策を練っていただきたかったなと思っております。今、定住

の部分で減免の方策もやっているのはわかりますけども、一般の持ち家を持っている人たちの省

エネに対する助成措置、新規のソーラーに対しては助成策は講じておりますが、例えば窓ガラス

を断熱構造の窓ガラスにする、それもリフォームでは充当はしているのですが、今まで以上にも

っと充当できなかったのか。確かに省エネの中で庁舎等を２千何百万かけてＬＥＤ化するのもし

かりですけども、優先順位を考えるのであれば、やはり町民サイドからある程度やっていくのも

一つの策ではなかったのかなと、私自身は思うのですが。その２点、省エネの観点と、パパスラ

ンドの整備事業が総合計画の中で位置的にどうなのかというところで、説明願いたいと思います。 

 

○総務課長 

 庭園のまちづくり構想をここで図式化しておりますが、考え方といたしましては全ての分野、

例えば商工観光や産業、福祉など、広範囲な分野で連携して取組みを進めていくということで、

ここに項目は出しておりますが、これ以外にもさまざまなものがあります。いずれにしても、こ

ういう図式等で具現化した中で推進してまいりたいと考えております。 

 また、省エネの関係につきましては、今町では太陽光発電の補助、住宅リフォーム等の補助等

は行っておりますが、この後再生可能エネルギーの中で、いろんな計画等の中で省エネについて

も盛り込んでいければ良いのかなと考えております。 

 

○前中委員 

 確かにトータルとして考えていただければと思うのですが、やはり優先順位的なものも重要な
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ところだと思うんですよね。庭園のまちづくり構想が中心にきている以上は、それに対してこの

図からももう少し腕をたくさん出すのであれば、そういう形にしていただきたいと思います。 

 それから、主な施策事業の中で新規と継続事業が列記されているのですが、今考えているのは、

継続事業の成果の部分が見えていないんですよね。利用が何件あって、どういう効果があったと

いう検証過程が一切ないです。継続の中ではそうだったかなというくらいしか出てこない。本来

であれば、継続事業をしっかりと成果を出した中で評価する。そして、どれだけの町民に対する

コスト意識じゃないですけども、例えば、仮にリフォームに対して４００万の事業をやって、そ

れは１０件なのか、あるいは４０件もあったのかというところでは、成果主義を考えるのであれ

ば、かなりの成果ですよね。そういうことがこの中では全然見えない。もし、この中で見えるの

であれば、そこに拡充しますというプランが出てきて、初めて議員も理解ができるかなと思うん

ですけども、あまりとやかくは言いませんけども、今まで２年、櫛引町長がやってこられた事業

の中で、一番成果があった事業はどう捉えていますか。総務課で捉えている部分を説明していた

だきたいと思います。 

 

○総務課長 

 町長がやってきた事業は、どちらかと言いますと地域、地元にきめ細かな経済対策と言います

か、住宅リフォームとか、店舗改修とか、新規店舗出店とか、そういった地域産業と言いますか、

身近な施策、それから子育て支援で保育料の２分の１の減免、医療問題では斜里国保、小清水日

赤、網走厚生病院等との連携により、地域医療を確保するため支援等を踏まえて連携をとってお

りますし、どちらかと言うと地域に密着した施策等を進めてきているものと考えております。 

 

○前中委員 

 地域密着ではないんです。町民密着というような答弁をしてもらわないと。地域じゃないでし

ょ。子育て支援というのは町民の中のお子様を持っている家庭に対するケアをどれだけするか、

保育料の２分の１の減額、あるいは医療費に対しても中学校までの医療費免除、かなりそういう

部分では成果は出ていますよ。それに対しては非常に評価が高いと思います。そういう部分をし

っかりと検証の中で謳っていかないと、これからまだまだ拡充していくと私自身は思っています

が、それをどう捉えるか、総務課としては出していただきたいというのが、この予算編成の前の

段階ですけども。 

 

○加藤委員 

 さっきも言ったのですが、よく考えたらこの図が悪いんですよ。なぜかと言うと、庭園のまち

づくり構想の中に具体的な事業はないんですよ。景観だとか花緑だとか地域間交流って書いてい

ますけども、地域間交流って言ったって、清里と札弦の間なのか、清里とニュージーランドとの

間なのか。具体的な事業じゃないんですよ。第５次総合計画の網、バックが庭園のまちづくり構

想なんですよ。そしてこの周りにあるのが主体的事業なんですよ。周りにある事業がきちっと噛

み合って初めて一つのまちづくりとして、結果として庭園のまちづくりがあるんですよ。庭園の

町を作るために清里の町が進むんじゃないんですよ。みんなが日々の生活をして努力して楽しく

健康で生きがいのある生き生きとした生活を営んだ、その時に初めてそれが庭園のまちづくりに

繋がる。すばらしい郷土、住んで良かったという町だと、こうならないとだめなんです。 

 いろんなことを町長はやってきましたと。やりましたという言葉なんですよ。今回の一般質問
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も課題があり過ぎて何をやろうか悩んでいるのですが、緊急経済対策もやりましたということだ

けなんです。あの中で言われていた融資制度も何人の人が使って、本当にしのいでいったのか。

あのイルミネーションもどれだけの人の評価を得ているのか。付いているのを知らない人もいま

すから。リフォームもさっき言いましたが、事業として展開するなら補正組んでまでやるくらい

でないとだめなんですよ。これやりました、あれやりましたで終わるのではなくて、みんながそ

ういうものを進んでやっていってくれたら、なくなる前に補正を組んでいかないとだめなんです

よ。今年度の予算がなくなったから事業も終わりましたということでは、まちづくりになってい

かないんですよ。それをまとめていくのが総務課なんですよ。後は各課にって振らないでくださ

い。 

 

○田中委員 

 町で省エネ対策ということで、太陽光パネルの補助事業をやっておりますが、これは１５件。

２５年度の予算はどのようになっているのかわからないのですが、やはり目的として、町でもＣ

Ｏ２削減ということで再生可能エネルギーの活用など、こういった部分で取組んで、一般町民に

も協力をしてもらうということで太陽光パネルの補助事業も始まったと思うんですよね。そうい

う目的を掲げているのですから、ＬＥＤの助成だとかも予算の面でも限度があると思うのですが、

ここら辺１５件でそれ以上になったら今年の予算は打ち切りですよと言うのはいかがなものかな

と。町でも大々的にやろうとしている中で、そうすれば今年どういう予算なのかわからないです

けども、総額の予算を決めておいて今、１基の太陽光パネルをやるのに３０万の地元商品券の助

成をしているわけですけども、それを２０万にするとか。１５件分しかないけども、申込みが来

ても１５件で打ち切りですよというのではなくて、何か改革する必要があるのかなと私は思うん

ですけどね。 

 

○総務課長 

 太陽光パネルの各家庭の補助制度につきましては、平成２１年度から実施しているところでご

ざいます。昨年度、本年度もそうですが、金額が４５０万を予算額ということで、上限の３０万

の世帯もありますし、１５万や２０万の世帯もありますので、実は１５世帯以上になっているか

と思いますが、予算の範囲内で推移しているところでございます。今後、この家庭用の太陽光パ

ネルの補助等につきましても、清里町の再生エネルギーの中で検討していきたいと思いますし、

省エネで役場庁舎もそうですが、将来に向かっては、街路灯についてもＬＥＤの交換を事業を見

ながら進めていきたいと考えております。 

 

○田中委員 

 そういったことで進めなければならないと思いますが、将来的に清里町は住み良いまちづくり、

クリーンなまちづくりなど、将来的な目標などこまでなのか。電気の需給率１００％は難しい話

なのですが、清里は将来、５年後、１０年後にはこうなりますよというプランを持って、やっぱ

りそこに向かって取組んでいただきたいなと思います。 

 

○前中委員 

 予算の話なのですが、特別会計の国保会計への繰出金、やっぱりこういう時代背景の中では仕

方ないのかなと思っているのですが、そんな中で公債費比率的にも次年度に向けては減債の方向
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で、パーセンテージも下がる方向だと思うのですが、大まかなシミュレーションではどのくらい

の数値くらいまで考えているのですか。 

 

○総務課長 

 公債費については例年７月頃に議会に報告しておりますが、３年間の平均数値で報告しますの

で、若干は下がるかと思いますが、大きく変動はないと思われます。 

 

○勝又副委員長 

 先ほど加藤委員が言われたことと若干重複するのですが、今回の予算の関係で、庭園のまちづ

くりの中の重点項目はふるさとの森づくり事業だとおっしゃったわけなのですが、実際には予算

編成方針の中にそのことが載っていない。産業課の部分では庭園のまちづくりで１,５００万くら

い予算を付けているわけなのですが、町長の公約でもあります庭園のまちづくり構想が３年目に

なって大きくクローズアップされて、それを前面に出していくんだと捉えていますが、その事業

を予算配分も含めて、どのような考えでやっていこうとしているのか。もう少しメリハリのある

形の予算配分かと思っていましたが、そうでもないような感じがします。捉えどころがないよう

に感じるんですよね。ただ、予算編成方針の中に、「庭園のまちづくり構想を具現化していくた

め」という言葉はあって、それがいろんな事業に絡んでくるわけなんですけども、きちっと的を

絞った形で全面的に打ち出さないと、町民に理解を得られるものなのかなと。きちっとした２５

年度の予算になっていかないんじゃないかなと思うんですけど。だからと言って内容を変えろと

いうことはないんですけども、そういうものを踏まえた上で事業展開をしていかないと、掲げた

ことは立派だけど、それが効果として表れてこないということになってしまうのではないかと。

それらを踏まえて、総務課として事業全体の考え方、予算に対しての考え方をもう一度聞かせて

もらいたいと思います。 

 それともう１つ、ホームページリニューアル事業のことなのですが、高齢者や障害者に見やす

いホームページの作成とありますが、障害者に見やすいホームページとはどういったものなのか。

ちょっと気になったので。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 ホームページリニューアルの関係ですが、高齢者については、文字の大きさを調整したりとい

うことがありますが、障害者については、視覚障害等で色が見えないという方への配慮などがで

きれば、そういった部分を含めて見やすさを追求していきたいと考えております。音声機能につ

いてはそこまでできるかわかりませんが、色使いや模様などの部分での表現の仕方を考えており

ます。 

 

○勝又副委員長 

 視覚障害者への対応ということですか。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 そういう方も含めてです。 

 

○総務課長 
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 庭園のまちづくり構想につきまして、構想というのはいろんな町の事業を広範囲に連携した中

で取組みますが、特に景観とか緑化とか、これは重点事業にありますふるさとの森づくり等の事

業でございます。これを前面に出しながら、全体的に町の活力あるいは交流人口の増加など、あ

らゆる分野でこれをメインにしながら事業を進めてまいりたいと考えております。 

 

○勝又副委員長 

 それはわかるのですが、でしたら、緑化などを含めての森づくりをメインとしていくんだと。

この後、産福で説明があると思いますが、この中でさくらの滝とか、神の子池の関係なども出さ

れている。それらが庭園のまちづくりに向けてどうして行くんだということが、これだけではな

かなか見えてこない。具現化すると言いながら。その部分について聞きたいんですよね。庭園の

まちづくりの中にある景観整備、花緑は良い。次の項目の地域間交流はどこを指して言っている

のか。鶴ヶ島の関係も出てくるようですが、そのことを言っているのか、清里町内でのことを言

っているのか、その辺もはっきりしない。住民活動支援は従来どおりだと思いますが。その辺も

含めて、そもそも具現化すると謳っているんだから、きちっとそのことが説明されていないとだ

めなのかなと思います。それについての課長の捉え方を聞かせていただきたい。細かいことは良

いですので。 

 

○総務課長 

 いずれにしても２５年度については、庭園のまちづくり構想ということで、いろんな分野で連

携はしておりますが、特に景観、緑化等、清里の自然環境について、それを活用した事業を進め

てまいりたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 ２ページの２５年度の主な事業の最初に、この庭園のまちづくり事業を新規の項目として出し

ているのですが、こうやっていながら、例えば産業課の関係になると思いますがインフラ整備、

町有林管理伐採の関係の伐採と新植というものだって、極端に言えば庭園のまちづくりの新規事

業の中に入ってこないとだめでしょ。事業の展開の中では、今の説明からいけばもっと大きくな

っていかないとならないのに、部分的にやっているようで、トータル的な予算の組み方になって

いないような気がするんですよね。これが予算書の中でどのように出てくるのかわかりませんが、

ただ予算を組んだということではなくて、本当にみんなが住んでいくためのまちづくりをしてい

くんです。役場職員も町民なんですから、自分たちが生活していくために本当に今何が大切なの

か。どの部分にウエイトを置いていかないとならないのか。町長の言っている庭園のまちづくり

の大切ですが、ここの部分について予算化を具体的にしていきましょうと。こういう提案なり施

策なりで、２５年度の予算編成はこうですという部分が欲しいです。 

 

○畠山委員長 

 他にありませんか。 

 まだまだ納得できない部分もあろうかと思いますが、この後の産業福祉委員会も聞いていただ

いて、トータルでどう判断するかというのも一つの方法だと思いますので、この関係については、

とりあえず終わらせていただきます。 

 次に⑤についてお願いいたします。 
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○総務課長 

 ５点目の清里町再生可能エネルギー導入可能性調査につきまして、口頭でご説明いたします。 

 本町の再生可能エネルギー導入可能性調査につきましては、昨年９月～本年２月２０日の工期

で実施し、過日報告書の提出があったところでございます。この報告書の内容については膨大な

量ですので、この後内容を精査検討し、これから策定いたします清里町地域再生エネルギーの中

で太陽光発電も含めまして、ＣＯ２削減を含めた将来構造や導入に向けての位置付け、公共施設

の活用の取り組み、事業化による経済効果、町民に対する情報公開と町民説明など、全体計画の

中で策定し、所管委員会ともこの後協議してまいりたいと考えております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ⑤について、何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 その日程などはどのようになっていますか。 

 

○総務課長 

 来年度になりますが、４月、５月、６月くらいの時期になろうかと思います。 

 

○加藤委員 

 ４月、５月、６月という表現じゃなくて、どの時点でどの部分の原案を出すのか。太陽光につ

いても実施するまでいっているわけですから、今回出てきた報告書を見て可能なもの、可能でな

いもの、それらの判断。そしてどうやって具体的に進めていこうかというものを、４月、５月、

６月と表現するものじゃないでしょ。何月までに具体案を、あるいは報告書をまとめて、何月に

はこういう形で、何月にはこうしたいのか。その日程についてはどうなっているのでしょうか。 

 

○総務課長 

 今回の報告書の内容が膨大になっており、精査に時間がかかりますので、ちょっと今時点で何

月と明言することはできませんが、当然、計画書ですので、できるだけ早く進めてまいりたいと

考えております。 

 

○加藤委員 

 膨大な報告書というのは、膨大な資料をもって報告されたと思いますが、その報告基づいた結

論は項目で書いてあるでしょ。結論が出ない報告書はないと思うので。だから、清里町における

再生エネルギーの可能性で５項目、６項目出した中で、これについてはこうだ、これについては

こうだ、こういうことを注意しなさいという部分は出てきているでしょ。それも出ていないので

すか。一から全部読み上げていかないとその回答が出ない報告書なのですか。 

 

○総務課長 

 当然、報告書ですので出ておりますが、後はどうやって活用するとか組合せとか、その辺に時

間を要すると思いますし、町で再生エネルギーの全体計画の将来構想等を作成する部分もありま
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すので、ちょっと時期までは何月とは申し上げられませんが、早く進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。なければ総務課はこれで終わらせていただきたいのですが。 

 問題点もあろうかと思いますが、この委員会後に協議しなければならない部分もあるかと思い

ますので。これで総務課終わってよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 これで終わります。ご苦労様でした。ここで５分程度休憩します。 

                               休憩 午前１０時３３分～ 

                               再開 午前１０時４０分 

 

○畠山委員長 

 午前に引き続きまして、委員会を再開します。 

 生涯教育課より４点ございますので、１点ずつ説明をお願いいたします。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは、生涯教育課の１点目、図書館条例の一部改正についてご説明いたします。７ページ

をお開きください。 

 本案件の提案理由につきましては、社会体育施設並びに図書館の一般社団法人に委託すること

により、住民サービスの向上、さらには利便性を図るため、社会教育施設全般にわたり祝日を開

館することにしたため、各施設の条例・規則・要綱等を改正するもので、今回、総務文教常任委

員会に清里町図書館条例の一部改正の提案をさせていただくものでございます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明いたします。第１条～第４条は省略いたします。第５

条第１項１号のイ「日曜日は、午前１０時から午後５時まで」の開館時間となっておりますが、

「日曜日及び祝日は、午前１０時から午後５時まで」と改めさせていただきます。２号の休館日

のア「国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たる時はその翌日

とする。」を削除し、イの毎週月曜日「（月曜日が祝日の場合は翌日）」を「（祝日を除く）」

に改め、イをアに繰上げ、ウをイに繰上げさせていただきます。附則につきましては施行期日を

定めるもので、平成２５年４月１日から施行するものでございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、図書館条例の一部改正について説明がありました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、次に移ります。②について説明願います。 

 

○生涯教育課長 

 教育委員会関連の平成２５年度当初予算の主な事業につきまして、それぞれ８ページ～１２ペ

ージまで記載しております。その概要につきまして、各担当より説明をさせていただきます。 
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○学校教育Ｇ総括主査 

 学校教育関係について説明させていただきます。８ページをご覧ください。９款・１項・２目

・臨時教職員配置事業で継続事業ですが、町費負担教職員の配置として清小の多人数学級の解消

のため、来年度の５年生を２クラスにするための臨時教員１名分の人件費で５４２万１千円。次

に特別支援教育支援員の配置で、主に清里小学校の場合は１年生の教師を補助するための配置と

いうことで１８１万９千円。光岳小学校は随時必要時に配置で４４万９千円。合計７６８万９千

円を計上させていただくものでございます。次の遠距離通学バス委託事業も継続事業で、中学校

の通学バス運行経費の委託でございます。尚、中学校の生徒並びに新栄・江南の小学生、高校生

も利用しているものでございます。さらに一般の乗合として町内一律２００円で乗車できるもの

でございます。合計で１,９１３万１千円を計上させていただくものでございます。次の小学校児

童用パソコン整備事業は新規事業ですが、平成２４年度に中学校のパソコンの更新を行っており、

計画的に進めているものでございます。児童用・学習用のパソコンが老朽化しており、これを更

新するための経費で、合計５７台分で１,３００万円を計上させていただくものでございます。次

の清里高等学校総合支援対策事業につきましては継続事業で、高体連の出場経費、進路指導強化

対策費、資格取得対策費、特色ある学校づくり推進事業、入学支度金に対する補助ということで、

全体で８７１万円を計上させていただくものでございます。この他後ほど説明いたします花と緑

と交流のまちづくり事業として、清里高校１年生全員を対象としたニュージーランドモトエカ町

への派遣研修、清里町奨学貸付基金を活用した大学等入学資金貸付制度を実施いたします。９ペ

ージをご覧ください。特色ある学校づくり推進交付金事業につきましては継続事業で、各学校で

の伝統や校風、地域特性を活かした学校づくりを推進するもので、合計１６０万を計上させてい

ただきます。次の高額小学校創立百周年記念事業補助は新規で、平成２５年に百周年を迎えるに

あたり、協賛会で予定されております記念誌の発行に係る経費に対し、補助金１００万円を計上

するものでございます。次の光学小学校前庭整備事業は新規で、倒木の恐れがあるため昨年樹木

を伐採した光岳小学校前庭の抜根及び聖地を行い、その後ＰＴＡや地域の協力により植栽を行う

経費で、合計１４９万４千円を計上するものでございます。次に９款・５項・５目・学校給食セ

ンター設備整備事業で、給食センターの温水ボイラー取替事業として厨房給湯用の真空温水ボイ

ラーが老朽化しており、それを更新するための経費６０３万８千円と、厨房のエアコン取付事業

ということで、夏場に非常に調理場が暑くなるということで、衛生管理と職場環境改善のためエ

アコンを設置するための経費で１０２万９千円、合計７０６万７千円を計上するものでございま

す。以上で説明を終わります。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 続きまして１０ページをお開きください。２款総務費・３項庭園のまちづくり事業費・３目花

と緑と交流のまちづくり事業費・花と緑と交流のまちづくり事業（社会教育分）でございます。

清里高校１年生全員をニュージーランドモトエカ町への派遣、さらにはモトエカ高校との相互の

交換留学生派遣等により、英語力の向上や人材の育成、さらなる友好を深めることを目的として

交流事業を行います。また、一般町民を海外に派遣して、産業・経済・文化などに触れ国際的視

野を広め、まちづくりの充実を図ることを目的として、清里高校生海外派遣研修事業につきまし

ては２６名で１０泊１１日、１,１００万３千円、留学生受入補助につきましては旅費、制服の補

助等で７２万円、一般町民海外派遣研修事業につきましては研修費の３分の２を補助するもので、
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６名分で１８０万円、合計１,３５２万３千円を計上するものでございます。続きまして社会教育

総務費の新規でございますが、スポーツ・文化施設管理業務委託事業につきましては、図書館・

トレーニングセンター・町民プール・緑スキー場等の管理を平成２５年度より一般社団法人清里

町スポーツ・文化施設管理協会に委託し、住民サービスの向上と管理経費の縮減を図るもので、

図書館管理業務については８６０万３千円、トレセン管理については２０１万６千円、町民プー

ル管理については５２３万９千円、緑スキー場管理については８７６万９千円、合計２,４６２万

７千円を計上するものでございます。続きまして生涯教育費の継続事業でございます清里セミナ

ー事業につきましては、協働のまちづくりを支える人材の育成を図り、発展的なまちづくりを進

めるために講演やグループワークによるセミナーを開催するもので、２５年度についても２回～

３回の開催を予定しております。８３万２千円を計上させていただきます。続きまして同じく継

続事業でありますがプラネットステージ公演事業につきましては、平成２５年が開町７０周年と

いうことで、７０周年を記念して広く町民に優れた芸術文化の鑑賞機会を提供するもので、本町

の文化振興を図るものでございます。記念公演事業として２回程度の公演を予定しておりまして、

４５０万円を計上するものでございます。続きまして新規事業ですが郷土芸能保存会補助事業で

ございます。本町の郷土芸能である竜神太鼓の復活に伴い、太鼓の修繕、さらにはＰＲ等を行い

若い世代への伝承を図るものでございます。ユニホーム作成等に１０万円、太鼓修繕に８６万７

千円、消耗品等購入に３万円、９９万７千円を計上するものでございます。続きまして１１ペー

ジ、生涯学習総合センター費の学童保育事業でございます。保護者が就労等により保育に欠ける

低学年を保育するものでありまして、保育予定人数は５０名、日数は２５５日の開設を予定して

おります。５９３万７千円を計上するものでございます。続きまして新規事業ですが生涯学習総

合センター整備事業です。学習センターの老朽化により機能低下または使用不能となっている設

備の補修・更新を図るものでございます。非常用発電機補修に２７万３千円、ＦＦストーブ更新

６台分で１００万８千円、空調コントローラ更新７セット分で４４１万円、舞台吊物関係補修が

３０万５千円、舞台照明関係補修が４０万１千円、６３９万７千円を計上するものでございます。

続きまして図書館費、新規事業でございますが図書館システム整備業務委託事業につきましては、

現在使用しているシステムの老朽化により、外部からの検索ができない状況にあります。蔵書管

理及び蔵書検索システムを整備し、児童生徒、町民の利便性の向上を図るもので、図書館システ

ム整備業務委託として５９５万円、システム利用料で１４０万４千円、回線使用料に２４万円、

合計７５９万４千円を計上するものでございます。続きまして保健体育総務費の多目的運動広場

整備事業であります。これにつきましては生涯学習総合センター駐車場の東側半分を多目的に利

用できる運動広場として整備するものでございます。面積につきましては３,６００平米、整備内

容につきましては排水設備の改修、区画線を消す、簡易な車止めを設置するものでございます。

事業費につきましては４１０万６千円を計上するものでございます。続きまして新規事業であり

ます斜里岳ロードレース実行委員会補助事業です。開町７０周年を記念して既存の斜里岳ロード

レース大会と少年マラソンを合わせ、タイムの自動測定器の導入やサブイベントの開催や大会の

スケールアップを図り、本町のスポーツ振興並びに町民の健康増進を図り、経済効果を促すもの

でございます。費用につきましてはご覧のとおりとなっておりまして、参加費を７３万円見込ん

でおりますので、差引いた３００万円を計上するものでございます。続きまして１２ページ、同

じく保健体育総務費のスポーツ合宿等誘致支援事業でございます。企業・大学等の質の高いスポ

ーツや文化団体を本町に誘致し、児童生徒をはじめとする町民スポーツ、文化の振興発展並びに

経済効果の波及を図るものでございます。きよさと商品券の支給として３団体を想定して１００
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万円、これにつきましては昨年度まで１日１人当たり５００円としておりましたが、本年度から

１日１人当たり１千円にさせていただきたいと考えております。尚、限度額につきましては昨年

度まで３０万円だったものを５０万円とさせていただきたいと思います。その他地場産品提供等

で２０万円、誘致・説明会等の旅費として３７万６千円、合計１５７万６千円を計上するもので

ございます。続きましてトレーニングセンター費のトレーニングセンター修繕事業につきまして

は、トレーニングセンターを安全で快適に利用できるよう補修・修理を行うものでございます。

自動ドア装置の部品交換７０万円、屋上のヒーター配線改修３８万３千円、第１、第２トレーニ

ング室の窓の改修７０万円、高圧ケーブル、変圧器等の交換１７２万７千円、合計３５１万円を

計上させていただきます。続きましてスキー場管理費、緑スキー場法面補修事業につきましては、

昨年の雨等の影響によりスキー場の法面の一部が崩落しており危険な状態にあるため、災害の発

生防止と安全管理を図るための補修を行うもので、法面工等で合計３８０万円を計上するもので

ございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 平成２５年度一般会計当初予算主要施策事業について、説明がございました。委員の方から何

かございませんか。 

 

○前中委員 

 スポーツ・文化施設業務管理委託事業の中で４カ所ほどの管理委託が載っていますが、例えば

札弦のトレセン施設や緑支所にも併設の体育館施設があるのですが、その管理はどのようになる

のでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 この後１３ページで管理業務委託の案件があるので、先にその説明をしていただいてからの方

が良いかと思いますが。③について説明をお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 それでは、③の関係について説明させていただきます。１３ページをお開きください。 

 一般社団法人清里町スポーツ・文化施設管理協会設立につきましては、現在の公社で管理して

おりますスポーツ施設の管理を、公社の見直しに伴い実施をするものでありまして、その途中経

過及び概要につきましては１０月常任委員会でも説明をさせていただいたところでございます。

ここで今後の方向性をお示しし、新たに一般社団法人清里町スポーツ・文化施設管理協会が設立

されたということで、準備を進めているところでございます。 

 １点目の設立総会については、２月６日に法人の設立総会が開催されております。内容として

は法人の定款制定、役員の選出、職員の採用、平成２５年度事業計画の概要について説明をさせ

ていただいているところでございます。役員等の関係につきましては後ほどご説明いたします。 

 今後のスケジュールについては、来年度に向けまして社員総会の開催を予定しております。尚、

社員総会という名称ですが、要は役員会でありまして、この一般社団法人につきましては社員と

いう名称がここで働く従業員という意味ではなく、法人の趣旨に賛同しその運営に参加する者が

社員の位置付けになります。今回の法人の組織体系としましては、社員＝（イコール）役員とい

うことで、３番目に書かれている方々が該当いたします。この社員総会を３月の定例町議会終了
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後に開催し、そこで法人の細かい規程の関係ですとか、２５年度の事業計画・予算について審議

する予定でございます。法人登記については現在手続きを進めておりますが、定款認承手続を進

めておりまして、登記申請を３月に入りましたらすぐに行っていくことにしております。法人の

業務開始については４月１日からということで、町からの受託事業を予定しております。尚、事

務所については図書館の事務室内に設置し、事務局長が図書館事務と兼務で配置される予定とな

っております。 

 ３点目の法人役員については、２月６日の総会におきまして、理事長が樫村初雄さん、副理事

長が稲垣友子さん、理事に岩佐道雄さんと柳谷和夫さん、監事に川原田一也さんと大橋伸行さん

ということで、この選出にあたりましては、今回の法人の業務内容につきまして主にスポーツ施

設の管理が主となってくることから、それぞれ出身の団体として出ていただいております体育協

会あるいは文化連盟の中で、体育協会の代表の方に理事長を担っていただき、文化連盟の代表の

方が副理事長、その他それぞれ１名ずつ理事となりまして、社会教育委員長並びにスポーツ推進

委員長をされている方に監事を担っていただくことになりました。尚、職員につきましては、１

月に町広報並びにホームページで職員の募集をかけまして、１月末に面接の結果、７名の職員が

既に採用内定しているところでございます。事務局長につきましては当初募集をかけたところ、

３名の応募があり面接を行いましたが、なかなかご本人の思っている業務内容とこちらの予定し

ている業務内容の不一致などがありまして、その中では採用決定に至らなかったところでありま

して、その後事務局長にふさわしい人材ということで探しまして、社会教育や体育協会事務局長

としての経験がある方で、その経験豊富なところを加味いたしまして、現在その方に内定してい

るところでございます。 

 続いて１４ページをご覧ください。２５年度から町から法人へ管理委託する事業内容について

記載しております。まず、スポーツ管理施設として清里トレーニングセンター、町民プール、緑

スキー場、その他スポーツ施設としまして札弦トレセン、武道館、町民グランド、テニスコート、

緑ヶ丘公園パークゴルフ場ということで、主な業務内容等につきましては記載のとおり、基本的

には現在公社が担っております業務を引き継いでいくという形になります。文化施設につきまし

ては、新たに２５年度からということで図書館、郷土資料館。図書館につきましても現在の窓口

業務等を行っていく。また郷土資料館につきましては施設の清掃等の維持管理の部分での委託を

考えております。尚、緑トレセンにつきましては役場の支所との一体施設ということで、そちら

の方での管理を今後も継続していく予定をしております。 

 続いて１５ページをご覧いただきたいと思いますが、新しい体制になった以降の予算対比とい

うことで、平成２４年度の現体制と平成２５年度からの体制の予算を比較した表でございます。

施設については清里トレセン、町民プール、緑スキー場、図書館・郷土資料館、その他のスポー

ツ施設ということで記載しておりまして、２４年度の管理方法につきましては、それぞれ公社へ

の業務委託または町の臨時職員の雇用ということで、それぞれの施設ごとの科目の中で予算組み

をし、管理をしてきたところでございます。これが２５年度からは法人に一括の業務委託という

ことで、科目につきましては一括で、社会教育総務費のスポーツ・文化施設管理業務委託料とし

て予算組みをさせていただきます。それぞれの予算の合計額は２４年度が２,６４１万６千円。尚、

この金額の中には図書館の職員として町の正職員が１名配置されておりますので、この者にかか

る人件費相当分７５０万円を加えております。２５年度の新たな体制においては総体で２,４６２

万７千円ということで、単純に２４年度と比較しますと１７８万９千円の減額となっております。

尚、平成２４年度の体制については、公社の職員が昨年まで２名体制で行っておりましたが、１
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名退職したということで、その１名分を町からの臨時職員として計上している関係上、総体の数

字が２,４６２万７千円となっておりますが、２３年度と比較した場合については公社職員が２名

ですので、さらに５００万円程度の経費がかかっていたという計算になります。以上で説明を終

わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、②、③についてまとめて説明していただきました。何かありましたらお願いします。 

 

○前中委員 

 改めて確認したいと思います。今の説明で札弦、緑、他にも武道館などの施設もありますが、

法人で運営するとなると行財政のコスト削減的な色合いが強いのですが、現実問題として住民サ

ービスと言うか、文化振興あるいは体育振興の中で満足の得られるものをどう提供するかという

のが大変難しいかなと思うんです。それに対して法人がどういう形で住民サービスに応えていけ

るかというところが、一番基本中の基本かなと思うのですが、その辺は町としてどのような形で

法人にアプローチがけをしているのか、もし考えがあるのであれば説明願いたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 今回の体制の移行につきましては、新たな法人への管理業務の委託ということで、運営部分あ

るいはソフト事業部分につきましては従来どおり町からの職員が全面的にバックアップをする

中、そういったソフト事業の運営は町が関わっていくということで考えております。将来的には

全てソフト事業も含めた運営管理を委託するということも想定しておりますが、その場合、単純

な管理委託ではなく指定管理にするなり、そういったことも含めて検討していきたいと考えてお

りますので、管理委託をしたから後は町はタッチしないということではなく、全てにおいて町の

指示の下、業務を運営していただくということで考えておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 

○前中委員 

 やはりそこら辺について、町民の利活用がある各施設でいろんなイベントやいろんな大会があ

って、そこに対する各イベントの取り組みの状況というのは、町民の人口が減っている中で寂し

い大会もありますし、そうでないものもあります。そういう部分に対してもう少し働きかけがあ

れば、今まで以上に活性化したイベント作りができるのではないか。大変難しいとは思いますが。

それには土曜日、日曜日の出勤体制も出てくると思うんですよね。全体の中でスポーツ振興策の

中でも出ていましたが、ハーフマラソンを企画する、あるいは学校の中でもいろんな体育事業に

なかなか全員参加ができないというジレンマがありますが、その辺も合わせてもう少し、今まで

は町がある程度声掛けして、学校も参加のスタンスが取れたのですが、果たしてこれから法人に

なった中で、学校に対する働きかけがうまくいくのかなというところも危惧しているので、その

辺は同じようにやっていただきたいなと。もしできれば、そういう部分も含めて答弁願います。 

 

○生涯教育課長 

 前中委員おっしゃるとおり、今後についてもイベント等の開催にあたりましての支援、ソフト

事業の展開といったところは非常に重要になってくると思います。今回の体制移行にあたりまし
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ては、現在の公社自体の組織の内容をきちっと法人格を有するものに移行していきたいというの

がございまして、今後においてもそういったソフト事業関連は全て町の主体で運営をしてまいり

ますので、各スポーツ団体への働きかけですとか、あるいはスポーツイベントの開催、学校の行

事等への参加要請なども積極的に今後もより一層進めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 

○田中委員 

 今の関係の役員構成の中で、役員の任期が２年くらいになっているのですが、これについて文

化連盟なら文化連盟、体育協会なら体育協会で出している人が代わった場合、どういう形になる

のですか。 

 

○生涯教育課長 

 今回の法人の役員につきましては、それぞれ体育協会及び文化連盟の団体から代表の方を出し

ていただいておりまして、当然それぞれ出身団体での役員の任期がございます。この任期の関係

について実は２月６日の前、１２月中に準備会ということで役員になられる方にお集まりいただ

き、そういったことも論議させていただきました。その中でこの法人の任期２年につきましては、

出身となる団体の役が途中で外れた場合についても、法人の残りの任期は努めていただくという

ことでご了解をいただき、内規としてその旨を定めさせていただいたところでございます。 

 補足になりますが、先ほどご説明をしていなかった部分で、それぞれの団体の代表者からの選

出の中で、体育協会については副会長と企画部長に出ていただいておりますが、現在の体育協会

の会長並びに副会長の１人につきましては、農業委員を努められておりますので、地方自治法の

関係で１００％町からの事業受託を受ける団体の役員を兼職することが禁止されておりますの

で、今回外れていただいたという経緯がありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員 

 生涯学習センターの駐車場を運動広場にするということで、大学の合宿誘致などで使うのかと

は思いますが、普段は駐車場として使用して、運動広場として日常的に使うということはないの

ですか。 

 

○生涯教育課長 

 現在考えているのは、駐車場の東側半分、真ん中の入口から山側になりますが、その部分の整

備をさせていただきます。おっしゃるとおり、スケート等の合宿等の夏場の練習、または町内の

少年団の子供たち、あるいは多目的に使えるということで、例えばバスケットのゴールを設置し

て、そこで子供たちが自由に利用できるようなことも想定の中では考えておりまして、現在の駐

車場がいっぱいになる時が年に数回ございます。その場合は当然駐車場として使えるということ

で、その仕切りについても可動式の物で、その利用に応じてどちらにも使える形をとっていきた

いと考えております。従いまして、工事の中身としましては、できるだけ多目的に使えて駐車場

にも使えるような、どちらにも利用可能な内容にしていきたいと考えております。 

 

○澤田委員 

 それとプールの関係なのですが、老朽化してきたということですが、２５年度の運営は大丈夫



 

- 24 - 

なんですか。 

 

○生涯教育課長 

 この関係は後ほどご報告させていただこうと思っておりましたが、ご質問をいただきましたの

で説明させていただきます。 

 現在、町民プールの修繕関係については、実は１２月の補正予算におきまして、中の天井部分

の下地を支えている骨材の一部にかなり錆が出てきておりまして、これが落下してきて危険だと

いうことで、１２月に補正をし修繕をさせていただいているところでございます。また、これと

併せて、今後のプールの整備方針ということで、大規模な改修をするのか、あるいは改築または

新築をするのかという比較資料を作成する作業を、現在進めているところでございます。 

 最初の錆落としの作業については１月から実際に作業に入っておりますが、１０メートル以上

の高さがあるものですから、足場を組みまして実際に間近で目視をしたところ、予想以上に錆が

進んでいることが判明し、また、それ以外の建物の躯体となる梁の部分が天井で一部接合してい

る部分がありまして、そこがどうやら腐食が進んでいるということで、担当技術者から報告があ

りまして、この接合部分に腐食が進んでいるのであれば、屋根全体が崩落する危険性があるとい

うことでありましたので、急遽その部分を一部クレーンで吊りまして、一旦接合部分のボルトを

外して内部まで調査を行ったところでございます。その結果、ボルト等の表面は腐食しておりま

したが、中までは問題ないと。接合部分も腐食は進んでいないということで、今後もそのままの

状態でも使用可能という結論に至りまして、最初に予定しておりました錆落としの作業を、これ

から進めさせていただきたいと考えております。ただ、最初にも申し上げましたが、錆落としを

するにあたり、錆の状況が思ったよりひどかったものですから、錆を落としてしまうと骨材自体

がほとんどなくなってしまう部分があるとのことで、その部分を一部補強しなければならないと

いうことになりまして、その補強にかかる部材の代金、さらに大型クレーンで吊って調査をした

関係の経費がかさみまして、当初予定しておりました８４万の中では実施できないと。このまま

では今シーズンのプールの営業ができなくなってしまうということがございましたので、当初１

２月に補正させていただいた地域振興対策費の中の費用で不足分を賄わさせていただき、３月中

に錆落としと補強を完了し、今シーズンの営業をさせていただきたいと考えております。尚、予

算的には骨材の補強と錆落とし等の経費、それと一番ネックになってきますのは、足場を設置す

る経費が非常に高い場所なので高額になります。この作業をやり直しますと、足場を外して、組

むだけで４０万、５０万のお金がかかってしまうということになりますので、引き続きそのまま

作業を進めさせていただくことで、追加で約８０万程度かかってしまいますが、この既定の予算

の中で緊急措置としてさせていただくことにつきまして、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○澤田委員 

 応急処置で一応は耐えれるようになるようですが、将来的な見極めと言うか、この機会に建設

するのかどうするかの方向性については。 

 

○生涯教育課長 

 その関係の作業につきまして、現在業者の方にも資料作成の委託をしておりまして、今月中に

は一度結果が挙がってくる予定ですので、今年度中に内容を精査させていただき、その結果につ

きまして議会とも協議をさせていただきながら、今後の整備方針を２５年度中には決めていき、
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準備を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。 

 なければ次に移ります。④について説明願います。 

 

○生涯教育課長 

 資料の１６ページをご覧ください。既に新聞報道等でご承知のことと思いますが、２５年度公

立高等学校の出願状況ということでご報告をさせていただきます。 

 オホーツク東学区の普通科の状況ですが、清里高等学校につきましては現在２６名の応募とい

うことになっております。その内訳につきましては、清里中学校からが２２名、斜里町から２名、

網走市から２名となっております。清里中学校は現在３年生が４２名ということで、その内２２

名で５２％程度の応募状況となっております。 

 参考までに申し上げますと、小清水町につきましては２０名、また斜里につきましては定員１

２０名・３間口のところ７５名となっております。状況的には７５名ですと２間口になってしま

う可能性がある状況でございます。尚、３月５、６日と入試試験が実施され、今後同じオホーツ

ク東学区につきましては、網走桂陽高校が定員８０名のところ９７名ということで１．２倍とな

っておりますので、場合によっては２次募集でさらに増える可能性があると。あまり期待はでき

ないですがそういう状況ですので、正式には２次募集の結果を踏まえてということになります。

以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、④について説明がございました。生涯教育課全体を通してでも構いませんので、何か

ございませんか。 

 

○加藤委員 

 プールの改修について、今年度計画する具体的な内容ですが、規模的に同じにするのか、ある

いは多目的にもう少し健康管理を考えたような施設を兼ねた方向に進んでいくのか、そういう具

体的な方向性、考え方が固まった中で設計業務に入っているのかどうか。 

 

○生涯教育課長 

 現在業者に委託している内容につきましては、現在ある施設、建物の基礎ですとか躯体部分が

どれだけ使用に耐えられるものかということで、それらを大規模に改修した場合にどれくらいの

経費がかかるかの算出をお願いしておりまして、片や、新築する場合については内部的な資料と

して、およその数字的なものができております。そういったものとの比較によるのですが、いず

れにいたしましても、現在の競泳用のプールの他に当然、健康づくりに配慮した歩くプールです

とか、そういったところを勘案しながら計画していきたいということで、改修となりますと当然、

枠がある程度決まっておりますので、全く新築とは違う方法になりますから、ある程度の制約は

ありますが、その中でもできるだけ泳ぐ人と、歩いて健康づくりをする高齢者の方々にも配慮し

た、段差のない施設というようなことを念頭に置きながら改修をしていくということでの比較検

討をしていく予定をしておりますので、その内容につきましてご意見等を後ほどいただきたいと
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思っております。 

 

○加藤委員 

 それに関して、例えばエコの部分を重視したような、そういう形での予算組みをすることによ

って、今の国の事業の展開だとか、いろんな部分がまた変わってくると思うのですが、単純にそ

の方向性だけではなくて、総合的にどういうパターンが良いのか。その辺について十分に遅れな

いように、尚且つ無駄のないように計画を進めていただきたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 現在のプールにつきましても温泉熱の利用により、ほとんど暖房費がかからないという状況で

ありまして、そういった検討、または太陽熱などの部分についても当然検討しながら進めていき

たいと考えております。また、できる限り財源的なものも有利な財源を今後探していきたいとい

うことで、また協議をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員 

 清里高校の支援対策が、かなり２６年度の生徒の募集に結びついた成果が大きいかと思います。

いろんな部分で進路を迷っている子供たちや親御さんの中には、学力の問題ばかりではなく、ど

うしても経済的な問題もある中で、きめ細かな対策が今回の成果に繋がったのかなと思っており

ます。その中で、進学支援等がどのくらいの応募があったのか、参考までにお聞かせ願えればと

思います。 

 

○生涯教育課長 

 この制度につきましては、急遽今年度からということでご了解いただき実施させていただいて

おります。今の３年生がほぼ清里高校への進路が決まってきているという中で、現在５名の方が

借入を実施されるということで、既に貸付を決定させていただいているところでございます。ま

た、一部で３月中まで進路が決まっていないという方もいらっしゃいますし、今のところプラス

２名の方からご相談を受けている状況でございます。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。なければこれで終わりますが、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、生涯教育課終わります。ご苦労様でした。 

 続いて、消防清里分署より３点ございます。１点ずつ説明願います。 

 

○消防分署長 

 それでは、説明させていただきたいと思います。消防関係の補正予算でございますが、１７ペ

ージをお開き願いたいと思います。 

 まず、本部費の補正でありますが、清里町から消防本部に対する負担金で３０万５千円の減額

であります。内容につきましては、本部諸収入の増による減額分が１９万４千円、本部職員人件

費の減額分が１１万１千円となっております。 
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 次に分署費の補正でありますが、歳入で町から清里分署に対する負担金ですが、常備消防費負

担金３４万７千円、消防施設費負担金５万３千円をそれぞれ減額補正いたします。雑入としまし

て消防学校経費余剰金が４千円増額、消火栓の移転補償金を７万６千円減額、差引７万２千円を

減額し、歳入合計は４７万２千円を減額補正いたします。 

 次に歳出ですが、常備消防費で３４万３千円の減額補正です。内容については備品購入により

ます執行残が２５万３千円、負担金補助及び交付金が精算が終わりましたので９万円を減額いた

します。非常備消防費については補正はありません。消防施設費については１２万９千円の減額

補正で、内容にいずれも事業執行残でございます。消防職員住宅改修工事設計業務委託料が５万

３千円、防火水槽撤去工事で７万６千円をそれぞれ減額し、歳出合計が４７万２千円の減額補正

となっております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 平成２４年度消防費補正予算について、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 なければ、次に②についてお願いします。 

 

○消防分署長 

 それでは、平成２５年度消防費予算について、１８ページをお開き願いたいと思います。 

 最初に歳入ですが、清里町から消防本部に対する負担金として２,１２３万３千円、清里分署に

対する負担金として常備消防費分が１億２,７００万円、非常備消防費分が１,４４９万３千円、消

防施設費負担金が１０５万円、雑入が救急救命士薬剤投与講習の受講経費助成金として１８万円、

それぞれ予算計上しております。歳入合計１億６,３９５万６千円を予算計上しております。 

 次に歳出ですが、消防本部費として議会費、本部職員の給与・旅費・需用費・委託料他の経費、

監査委員費など、清里町の負担分として２,１２３万３千円を計上しております。次に清里分署に

かかる常備消防費ですが、こちらについては職員の給与・旅費・需用費・役務費・委託料・備品

購入費などの経費といたしまして１億２,７１８万円、それと消防団に対する非常備消防費です

が、報酬・賃金・旅費・需用費・委託料などの経費として１,４４９万３千円、さらに消防施設費

としまして、工事請負費１０５万円をそれぞれ計上しております。歳出合計１億６,３９５万６千

円を予算計上いたします。 

 続きまして、１９ページをお開きください。２５年度予算の主な事業ということで掲載させて

いただいております。最初に消防本部費負担金事業でありますが、この中に電波法改正に伴いま

すデジタル無線整備の実施設計委託ということで、デジタル無線整備分として５２０万５千円、

指令台等整備分として１７３万２千円、合計で清里負担分として６９３万７千円を予算計上して

おります。 

 次に清里分署費にかかる事業でありますが、職員の消防学校入校事業ということで、救急救命

士の薬剤投与講習１名分、さらに専科教育課程受講経費１名分、合わせて５９万４千円を計上し

ております。次に職員用被服等購入事業ということで、防火衣、救助用編上靴、防寒服、防火長

靴の更新整備として１１４万８千円を計上しております。次に救急業務用資器材整備事業という

ことで、傷病者監視モニターの保守点検として１２万１千円を計上しております。次に救助隊員

保護用被服等整備事業ということで、消防活動時に使用する空気呼吸器の更新整備、救助資器材
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購入、救助隊員ヘルメット、高所救助活動用の隊員装着用安全帯の購入経費、合わせて１６７万

７千円を計上しております。次に救急車タイヤ購入事業ですが、スタットレスタイヤ購入費とし

て１０万９千円、次に消火用資器材整備事業ということで、低反動放水器具の経費として１８万

４千円を計上しております。次に消防自動車整備事業ということで、消防自動車の水槽内がかな

り錆びておりますので、錆止めの塗装として４８万７千円をそれぞれ計上しております。合計で

４３２万円の事業費となっております。 

 次に２０ページをお開きください。清里消防団にかかる費用でありまして、消防団員の消防学

校入校事業ということで、幹部団員教育課程２名分の旅費１２万円、消防団に対する運営費補助

として、町からの助成金５０万円を予算計上しております。合計で６２万円であります。 

 最後に清里分署施設費でありますが、消火栓取替工事ということで、札弦２号消火栓を撤去し、

緑６号消火栓の取替工事、合わせて１０５万円を計上しております。以上が平成２５年度予算の

主な事業でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２５年度予算の主な事業について説明がございました。何かございませんか。 

 なければ、③の説明に移らせていただき、その後総体で質問を受けたいと思います。 

 

○消防分署長 

 それでは、清里町の救急・火災出動状況について、２１ページをお開き願いたいと思います。

平成２０年～２４年までの５年間の救急及び火災出動状況について記載しております。 

 まず、救急の出動状況につきましては、年平均１３７件程度の出動状況でありまして、事故の

種別としては、やはり急病による搬送が最も各年とも約６割～７割を占めているところでありま

す。平成２４年につきましては、出動件数１３１件で、救急件数は１１４件、この差の１７件に

つきましては、救急出動したのですが病院に搬送していないという件数が１７件でございまして、

この中には死亡が確認されたですとか、そういう部分も含まれております。その他救急を呼んだ

のですが救急車で行くほどでないようなものもありました。 

 次に火災の発生状況につきましては、ここ数年少なかったのですが、２１年と２４年について

は５件ということで件数が多かったと。さらには全地区、清里・札弦・緑の３地区ともに火災が

起きてしまったということで、未火災地区が今回はなかったということでございます。種類別の

中のその他につきましては、２４年に関してはありませんでしたが、いわゆる火事騒ぎの部分の

件数となっております。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 それでは、消防清里分署総体でもよろしいですので、何かございませんか。 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、これで終わります。ご苦労様でした。 

 次に２番の議会費予算について、説明をお願いします。 

 

○議会事務局主任 
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 それでは、議会費の予算ということで、平成２４年度補正予算並びに平成２５年度当初予算に

ついて一括でご説明いたします。２２ページをお開きください。 

 まず、補正予算につきましては、道外所管事務調査にかかる旅費の執行残の部分として、費用

弁償及び普通旅費を減額補正いたします。費用弁償につきましては１２０万円の減額、普通旅費

につきましては２０万円の減額補正となります。 

 続きまして、２３ページの平成２５年度議会費当初予算です。２５年度予算につきましては合

計で６,３５０万５千円、２４年度と比較しまして１,４８５万２千円の増額となっております。主

要事業といたしまして、大きく増額となった部分につきましては２４ページの主要施策事業をご

覧ください。新規事業の議会議場等整備事業としまして、インターネット中継システム導入事業、

音響設備改修事業、議事録作成システム導入事業の３件を行います。これらを導入することによ

り、町民への迅速な情報提供及び議会の活性化を図っていきたいと考えております。事業費総額

で１,６５７万６千円を計上しております。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 これらについて、何かございますか。 

 

○加藤委員 

 この補正予算の普通旅費の中にアカデミーの旅費の部分も入っているのですか。 

 

○議会事務局長 

 普通旅費につきましては職員の旅費であります。 

 

○畠山委員長 

 他にありますか。なければ次に移ります。 

 ３．意見書の検討についてということで、事務局より説明願います。 

 

○議会事務局主任 

 ３の意見書の検討について、１件の意見書の提出がありましたので検討をお願いいたします。 

 平成２５年度地方財政対策に関する意見書でございます。北海道町村議会議長会から提出され

ております。資料の２７ページの意見書案で内容を説明させていただきます。内容につきまして

は、平成２５年度税制改正大綱では地方の声が十分に反映されておらず、さらに国家公務員の給

与減額支給措置に準じて地方公務員の給与削減を求めるために地方交付税を削減したことについ

て、根拠が不明確である上に、地方は税財源が乏しく財政基盤が脆弱なほどその影響を大きく受

ける不公平な政策となっているため、このような措置は二度としないよう求めるものであります。

この意見書につきまして、意見書の内容及び総務文教常任委員会で本会議に提出するかどうかの

ご審議をお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 ただ今のとおり、この意見書を委員会で取り扱うかどうかにつきまして、取り扱うということ

でよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
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○畠山委員長 

 それでは、議会に提出するものといたします。 

 次に４の道外所管事務調査報告書について、局長お願いします。 

 

○議会事務局長 

 道外所管事務調査報告の関係でございます。これにつきましては、３月定例議会の最終日に委

員会報告ということで、本会議で報告願いたいと考えております。構成につきましては別冊のと

おりでございまして、委員のレポートも含めて報告書に記載し、作成しております。提案なので

すが、前回行った道内所管事務調査につきましては、産業福祉常任委員長が代表して報告いたし

ましたので、今回は総務文教常任委員長より報告をお願いしたいと思いますので、よろしくご審

議のほどお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 道外所管事務調査を定例議会で報告するということでございます。総務文教委員長が報告する

ことで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、この関係については終わらせていただきます。 

 ５番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回につきましては未定となっておりますので、会議開催につきましては委員長と協議しなが

ら決めていきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 日程についても協議しながら決めたいと思います。 

 ６番、その他について、事務局ございませんか。 

 

○議会事務局長 

 事務局はございません。 

 

○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） 

 

 

●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 なければ、これで第２回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

（閉会 午前１１時５０分） 


