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第３回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年２月２５日（火） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１１時２３分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（第７号）の概要について 

  ②平成２６年度清里町予算の概要について 

  ③平成２６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再生可能エネルギー導入促進事業について 

  ⑤北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

  ⑥職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の一部改正について 

 ●生涯教育課 

  ①清里町社会教育委員設置条例の一部改正について 

  ②平成２６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 

 ●消防清里分署 

  ①平成２５年度消防費補正予算について 

  ②平成２６年度消防費当初予算について 

  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２５年度一般会計補正予算（議会費）について 

  ②平成２６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特定秘密保護法の廃止を求める意見書（案） 

  ②地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書（案） 

  【提出依頼者】清里地区連合 会長 成田典央 

４．次回委員会の開催について 

５．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       柏木 繁延    ■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 

■社会教育Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■消防清里分署長    二瓶 正規 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第３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 

 報告事項という事で総務課６点ございます。１点ずつ説明お願いいたします。はい、課長。 

 

○総務課長 

 それでは１点目の平成２５年度一般会計補正予算第７号について御説明申し上げます。今回

の補正につきましては、全体的な実行補正ということで不用額が生じたものについては、減額

追加的な事業について追加補正を行うものであります。歳入歳出それぞれ１億２千９０３万３

千円を追加し、補正後歳入歳出それぞれ４６億５千５４５万７千円とするものであります。 

歳入の増額補正は町税、使用料手数料あるいは国庫支出金財産、道支出金、財産収入町債、

寄付金が増額補正ということになっております。減額につきましては地方譲与税から分担金及

び負担金、道支出金、諸収入の交付確定によります減額あるいはまた増額の補正であります。 

歳入につきましては、款別で、議会費３３２万９千円の減額、議員共済会負担金の減額が主

な内容であります。総務費では７千４２１万３千円の増額補正であります。退職手当組合負担

金あるいはまた公共施設整備基金、これへの積み増しが主な内容であります。民生費で６千８

６８万８千円の減額であります。施設介護給付費及び老健きよさと運営費委託料が主な内容で

あります。衛生費が７２６万４千円の減額であります。不用額の整理が主な内容であります。

農水費で１２万８千円の減額、商工費で１千５９４万４千円の減額であります。店舗出店等支

援交付金の該当がなかったこと及び不用額の整理であります。土木費で６千４８万１千円の増
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額であります。国の補正事業による公営住宅建設事業これの補正が主な内容であります。消防

費で１億１千６９万９千円の増額であります。同じく国補正事業による消防無線デジタル化の

事業補正が主な内容であります。教育費で８６５万３千円の減額であります。英語講師交代時

期の賃金が不要だということと不用額の整理であります。及びプールの実施設計の入札執行残、

これが主な内容であります。公債費災害復旧費については不用額の整理であります。 

資料２ページをお開きください。補正予算概要の主なものであります。退職手当負担金につ

きましては平成２２年、２３年、２４年度の退職者の１８名分の全体調整の調整による負担金

の増額の部分でございます。これを１千６０７万４千円を補正させていただきたいというふう

に思っております。民生費、介護保険特別事業会計負担拠出金及び国民健康保険事業会計につ

きましては、拠出金ということで各々１４５万５千円、３２８万２千円の拠出金の補正であり

ます。道営農地整備事業から公営住宅建設事業消防デジタル無線整備事業につきましては道営

整備事業につきまして負担金事業の増ということで、８２５万７千円の増額負担であります。

公営住宅整備事業につきましては、記載のとおりの事業内容についての補正の国の補正に基づ

く補正であります。消防デジタル無線につきましても同様の補正であります。１億１千８８万

６千円の増額補正ということになっております。以上雑駁でありますが補正予算にかかわる説

明にかえさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２５年度一般会計補正予算第７号の概要ということで、説明いただきました。

この関係について、質疑を受けたいと思いますけど良いですか。 

続きまして②番お願いいたします。 

 

○総務課長 

 続きまして、平成２６年度清里町予算の概要ということで、次別冊の資料を配布させていた

だいております。別冊資料、平成２６年度予算の概要をお開き願いたいと思います。平成２６

年度予算編成方針につきまして、基本は第５次清里町総合計画を土台に庭園のまちづくり構想

に基づく施策事業太陽光発電やＬＥＤ化などへの対応住民活動支援、安心、安全なまちづくり

地域活動地域活性化対策産業生活基盤整備教育活動のサポート及びイベント支援等々の施策事

業について選択と集中の視点を持った予算編成を行ってまいったということであります。 

各会計の予算につきましては、４ページをお開きください。一般会計につきましては、予算

総額４１億７千４００万円前年対比で８千３２０万円の増であり、介護特別会計から焼酎特別

会計を含めると５６億３千２９８万５千円であります。前年対比９千３２７万９千円の増とな

っております。一般会計の伸びについては電気燃料費消費税のアップ、また再生可能エネルギ

ー促進事業の新規事業を６千万円や清掃センター長寿命化７千７００万円相当の当初予算計上

これらが主な要因と考えられます。特別会計、介護特会につきましては保険給付費の増後期高

齢者医療特会につきましては、広域連合負担金の増、農水については起債償還の減、これが主

な要因でありまして焼酎特会につきましては、デザイン変更による新たな事業あるいはまた職

員採用に係る経費の増が主な要因であります。 

５ページをお開きください。一般会計歳入の内容であります依存財源である地方譲与税から、

自動車取得税交付金までは過去の実績を勘案し、予算計上しております。地方特例交付金につ
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きましては２５年度の実績をもとに２２５万円の減額計上を行っております。地方交付税につ

きましては、基準財政需要額から町税など基準財政収入額を控除した見込みと実績を勘案し５

千８００万円の増額計上としております。国及び道支出金につきましても実績を勘案した減額

予算計上としております。町債につきましては４千９０万円の増額計上であります。自主財源

におきましては町税が１千６７０万円の増額計上であり、農業所得の堅調な推移と家屋の新築

や見込まれることを考慮した計上であります。財産収入につきましては町有林立木売り払いが

主な要因であります。 

６ページをお開きください。歳出について款別の増減の主な要因について説明を申し上げま

す。議会費につきましては、議会音響等の改修が終了したことによる減額計上であります。総

務費につきましては太陽光発電に関する経費、防犯灯ＬＥＤ化事業と町有林皆伐事業戸籍事務

電算化事業が増額の主な要因であります。前年対比８千３４２万円の増額計上であります。民

生費については、大きな増減ありませんが保育所低年齢児童の受け入れのための施設改修これ

も増額要因にあげられると考えております。衛生費につきましては、各種医療対策負担金清掃

センター長寿命化の当初計上が主な要因であります。農林水産業費につきましては、国営造成

土地改良施設整備事業負担金が主な増額計上要因であります。商工費は、パパスランド外構整

備終了による減額計上であります。土木費は町道整備等が主な増額要因であります。消防費は

前年度において退職共済金負担金の３年に１度の調整精算時期でありましたので、今年度減額

予算となっております。教育費は児童用パソコン図書館システム改修プラネット改修等々が終

了したことによる減額計上となっております。公債費につきましては元金及び利子の減による

減額計上であります。 

次に施策事業概要について説明いたしますので、２ページをお開きください。カテゴリーに

沿った主な概要について説明を申し上げますが、事業の詳細につきましては後ほど所管より説

明がありますので概略のみ説明させていただきます。庭園のまちづくりにつきましては、ふる

さとの森事業における神の子池外周沿路設置のための設計及び新目であります豊かな田園づく

り事業において、道道摩周湖斜里線に景観駐車帯と連動した用地２，０７３．５７平米の購入

予算を計上しております。エネルギー対策につきましては年次的に整備してきました庁舎ＬＥ

Ｄ化及び新規で道路防犯灯のＬＥＤ化についても年次的に整備してまいります。新規で再生可

能エネルギー導入事業また住宅用太陽光発電システム導入補助についても対象件数の拡充によ

る支援を行ってまいります。住民活動サポートにつきましては継続して地域活動推進事業交付

金の事業を中心に各種補助金、交付金により団体活動地域活動、学習活動の支援、サポートを

行ってまいります。安心安全のまちづくりにつきましては防災備品整備につきまして予算拡充

し、整備してまいります。また、灯油高騰の際のみ補正予算で対応してきました従来の福祉灯

油事業、あるいは低所得者の方々への対応を行う高齢者等の暖房費等支援事業を新規予算計上

しております。また高齢者対象の住宅整備に関しまして整備形態等の基礎調査に関する予算措

置を行ってまいります。子育てサポートにつきましては、保育所の１歳６ヶ月児童からの受入

れを可能とするための施設改修を行い９月からの受入れを予定しております。健康づくりサポ

ートについては、緑、札弦センターと保健センターを光回線でのテレビ電話を設置しまして、

保健師などとの直接的な健康、介護相談のできる体制を整備してまいります。予防接種につき

ましても、ロタウイルス予防接種に対する支援等拡充を行ってまいります。今後補正により、

措置させていただく予定の町民プールの改築につきましても町民の健康づくり活動支援対策の
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従事というものにも位置づけていきたいというふうに考えております。産業基盤整備につきま

しては、継続事業が中心であり、３ページ生活基盤整備につきましては清掃センター長寿命化

改修工事予定しております。粗大ごみ切断機につきましては補正予算での計上を予定しており

ます。現在準備中であります地域経済活性化事務につきましては時限要綱でありました清里町

地域活性化実施要綱、いわゆる住宅リフォーム事業及び店舗出店交付金事業の要綱を延長し、

支援体制を継続してまいりたいというふうに思っております。各種イベントにつきましては、

昨年よりハーフマラソンに競技内容を変更した斜里岳ロードレースに対しまして、継続引き続

き支援を行ってまいります。教育サポートにつきましては学習学力向上推進のための教育整備

ということで、全校全クラスに実物投影機を配置してまいります。また、清小、清里中学校の

吹奏楽に対しましても楽器の更新に関する予算措置を行ってまいります。学校給食につきまし

ては賄材料に対して子育て支援の一環として一定額の公費支出を行ってまいります。その他継

続費で予算しております戸籍事務電算化業務委託につきましては２６年度で終了となります。

以上雑駁でございますが、平成２６年度予算概要について説明を終わります。なお、この後各

課より、平成２６年度の予算について説明の予定でおりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 以上でございます。それではただ今２６年度の清里町予算概要っていうことで説明をいただ

きました。何かございませんか。次に移させていただきます。３番はい、課長。 

 

○総務課長 

 ３点目の２６年度の総務課所管の予算の概要でございます。それぞれ担当より説明申し上げ

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○総務Ｇ主幹 

 それでは私の方からは、資料３ページの総合庁舎照明ＬＥＤ事業についてご説明いたします。

２款総務費、２項総務管理費、１４目総合庁舎管理費これは平成２５年度より継続して実施し

てございます総合庁舎照明ＬＥＤ事業でございます。庁舎建設時より設置している照明器具に

ついて劣化により故障等が発生しているため、低燃力のＬＥＤ照明に取り替え、消費エネルギ

ー化を図るものでございます。平成２５年度から平成２７年度までの３カ年の事業でございま

して平成２６年度につきましては２階の応接室印刷室それと３階については、議会事務室それ

と電算のサーバー室と当会場、各種委員会室それと第２会議室、正副議長室、電算室と男女の

トイレを予定してございます。合計で５７台ということでございます。事業費につきましては

９７３万円でございまして、財源の内訳は一般財源でございます。引き続きまして、企画財政

より御説明申し上げます。 

 

○畠山委員長 

 はい、総括主査。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは引き続きまして、企画財政グループ所管分についてご説明を申し上げます。２款総
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務費、２項総務管理費、２目財産管理費のレストハウス管理事業レストハウス管理運営事業で

ございますが、本年同様観光繁忙期におきまして、町民及び観光客の皆さんの利便性向上のた

め休憩所及びトイレの利用に供するための施設を開放したいとございます。期間につきまして

は、おおむね５月から１０月ごろを予定してございます。事業費につきましては施設の消耗品、

燃料費、光熱水費などで２１１万８千円。施設管理手数料で３０万円ほど、施設管理業務委託

または電気保安業務委託料などで２５４万７千円としまして合計４９６万５千円を計上してご

ざいます。 

続きまして７目防災対策費の防災備品管理事業でございますが、災害に備え避難所等で使用

する防災備品や非常食等の備蓄を増強するものとしまして、本年導入いたしました緊急情報配

信システムの保守点検を行うものでございます。主な備蓄内容につきましてはマジックライス、

避難常用シート、避難所用の間仕切り、プライバシー保護テント、石油ストーブ、ジェットヒ

ーター、発電機、ライトなどを想定してございます。事業費としましてはシステムの保守点検

に３２万４千円、備品等備蓄整備に１６７万６千円を計上してございます。財源内訳のその他

１３３万円につきましてはサマージャンボ宝くじ収益事業の記念事業としまして、２６年度の

み北海道市町村振興協会より道内全市町村への防災備品等整備に係る助成金がございますの

で、これを活用していきたいと思ってございます。 

続きまして３項開発促進費、１目企画振興費の再生可能エネルギー導入促進事業でございま

すが、エネルギー自給可能な地域づくりを目指し、公共施設等周辺における再生可能エネルギ

ーの導入としまして太陽光発電システムの導入を図るものでございます。２６年度におきまし

ては総合庁舎保健福祉総合センター、緑支所において設置を目指すものでございます。事業費

につきましては、３施設によりまして６千万円を計上してございます。４ページをご覧いただ

きたいと思います。 

続きまして、２款総務費、４項庭園のまちづくり事業費、２目花と緑と交流のまちづくり事

業費の移住定住支援交付金事業につきましては、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、町内の人口維持を図るものでございます。事業費につきましては移住支

援交付金として、２６年移住者分として２７５万円定住支援金支援交付金としまして２４年、

２５年それぞれ定住した方に対して１１０万円の合計３８５万円を計上してございます。 

続きまして、空き家バンク事業につきましては町内の空き家空き店舗、空き事業所及び空き

地等の有効活用を通じまして町民と都市住民との交流の拡大及び定住による地域の活性化を目

指すものとしてともに地域生活環境の向上を図るものとのと防災上危険な空き家等について適

正な管理を行うものでございます。主な内容としまして町内の空き家等に関する情報の収集及

び調査所有者の意思によります空き家バンク台帳への登録空き家バンク台帳に登録された情報

のホームページ等での公表また空き家バンク台帳利用希望者と所有者との連絡調整などでござ

います。事業費につきましては業務委託料として５０万円を計上してございます。 

続きましてふるさと会交流事業につきましてはふるさと会との地域間交流及びふるさと応援

団を通じた人的、経済的交流の促進を図るものでございます。主なものとして各総会への参加

ふるさと応援団によります町の支援やＰＲ活動各種イベントの協力並びに意識の向上によりま

す町民との交流の増加を図るものでございます。事業費につきましては、ふるさと会育成費、

総会への旅費ふるさと応援団によるまちのＰＲ販売促進費用など、１３４万３千円を計上して

ございます。 
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続きまして、３目豊かな田園づくり事業費の景観休憩スポット整備事業につきましては、北

海道によります道道摩周湖斜里線沿いの清里札弦間の景観駐車帯整備に合わせまして、近隣の

用地を取得し、景観休憩スポットとして整備するものでございます。事業費につきましては、

土地取得に係る分の経費として手数料、土地購入費あわせて１３５万８千円を計上してござい

ます。なお北海道によります駐車帯整備につきましては、２６年度中での期間調整がまだ未定

ですので、残地の取得及び用地管理のみを行ってまいりたいと思ってございます。以上で説明

終わります。 

 

○畠山委員長 

 ２６年度の一般会計当初予算概要総務課分でございます。説明いただきました。この関係に

ついて何かございませんでしょうか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 総合庁舎のＬＥＤの関係で聞きたいんですが、今年、来年か、２６年度９７３万円上がって

いるんですが、ちなみに昨年度は幾らかかったのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 平成２５年度の予算の関係でございますが、２千２００万円ほどの予算でございました。 

 

○池下委員 

 ちょっと項目違うんですが、防災対策費のことでお伺いしたいんですが、今現在も総合庁舎

はじめ防災備品は各所に置かれていると思うんですが、去年の３月２日の大雪、大嵐のときに

例えばマジックライスがすべてのところに行き渡っているはずではないはずで、例えばトレー

ニングセンターとかそういうところにはないと思うんですが、そこの場所に行った子どもたち

が帰れなくて一晩泊まったという経緯があるんですよ。そういう時に例えば非常食が役場とか

には備蓄してあるんでしょうけど、そういう場所にも是非置いてみてはいかがでしょう。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今池下委員のおっしゃられました非常食マジックライス、アルファー米につきましては基本

的には町民会館あるいはまた札弦センター、緑センターこれに備蓄しているということでござ

いますが、個々の社会教育施設や施設については配置してないというのが実態でございまして、

要請があればそちらに配置するという関係でございますが、私どもの理解では、３月２日の暴

風雪の際にトレーニングセンターで宿泊したという報告を受けておりませんので、今の池下委

員のお話にあったように各各施設へのいわゆる避難所と言われる施設についての食料の備蓄



 

- 8 - 

も、考えていかなければならないことだというふうに思っておりますのでご理解願いたいと思

います。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 学習センターとかそういうところも、ああいう大吹雪になるとどこにも出られない状況にな

ってしまうんで、そんなに量は要らないとは思うんですが、少量でもそういうときのために防

災でお金をかけているわけですから、細かな配慮をしていただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 他。ございませんか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 新規空き家バンク事業、今回の予算の中で事業展開進めていくはずなんですけども、空き家

といいましても２通りあるのかなと。活用できる空き家と本当に危険な家屋で、前段の中では

空き家バンクの有効活用できるものも調査っていうんですか把握しながらデータを構築し、も

う１つの方では活用できない廃墟化した空き家の情報をやっぱり認識する。これは大変な必要

なことで、現に今昨年も同じように暴風雨の中で屋根のトタンが飛んで消防が出たっていう経

過があるんですけど、この点についての具体的な予算づけっていうのは考えておられるのかど

うなのか。この中で大まかな５０万っていう金額しか提示ないんですけど。その辺についてど

のように捉えているのか、説明願えれば。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 基本的にこの５０万円の予算の中で考えている事業につきましては、基本的な調査の部分で

ございまして、今ほど前中委員からのお話がありました危険家屋を調査した後の関係のお話か

と思いますが、そこについてはなかなかの権利とかというような部分がありますんで、今後ど

んな対応ができるのか、調査研究していく段階でございますので、そこまでの危険家屋の解体

なり撤去なり対する補助ですとか経費ですとか、その部分については、まだこの空き家バンク

の関係には入っていないとご理解願いたいというふうに思います。必要性については認識して

おります。 

 

 

○前中委員 

 今の説明から察するところであると、活用できる空き家と危険家屋の町内における調査をす
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べて把握したいということで、今回の予算計上っていう形ですね。わかりました。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 総務課の一番最初に書いてあります、このレストハウスの管理運営事業、計画で５月から１

０月に開けるで、この開け方っていうのは今年度開けていたと同じような形なのかどうなのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 基本的には観光のオンシーズンに開けていきたいと。トイレ、ロビーを開放していきたいと

いうことと、一部要望要請があれば焼酎の販売も考えていかなければならないのかなというふ

うに考えています。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 後からつけたような話でしょ。要望があれば焼酎を販売しようかとかそういう観点じゃなく

て、レストハウスの開館をしていたのは、住民サービスのためのトイレ関係はつなぎのための

措置だったわけですよ。ということは２６年度に対しては、基本的にはどういう考え方でこの

ことをするのか。観光シーズンに開けるっていうのはわかります。これだけの目的のためにや

るのか、次のステップはどのように考えているのか、そのへんについて。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 ロケーションでの施設の必要性というのは十分考えておりまして、その中身については、ど

ういった機能を持った施設にしていくのかという部分については、まだ今後詳細な調査が必要

かなというふうに思っておりますので、ここで明確な形でのお話は出来ないということを御理

解願いたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 
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○加藤委員 

 よく解らないですが、一番最初の基本的考え方の中にレストランあるいは、今まで運営して

きたレストハウスの運営に対する募集ということで行ってやってきたわけですよ。それを２回

募集してなかったと。そういう観点の中から２６年度のスタートの時点で単純に開設しようと

予算をかけている。基本的には今後その施設を使って、どういう形にしていこうとしているの

か。あるいはもう一度募集をかけるにあたっての考えなのか。このへん中途半端な形の中で当

初予算に出てくるというのはどういうことなんですか。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今年度７月、８月から１２月までの開館の中で、まだまだあそこの施設いわゆるトイレ、ロ

ビーの施設を必要とする状況にありましたので、これも継続して提供していくといった部分も

含めて、加藤委員からの御指摘もありました具体的な機能について、もう少し調査・研究して

いかなければならないというふうに考えておりますので、オープンしながらプラス、そういっ

た機能について、詳細検討していきたいということでございますので、ご理解願いたいという

ふうに考えてございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 そういうことであるとしても、今回の予算のあり方ってどういうことなのかなって思うんで

すよ。同じように委託をして、私の印象の中では高齢者の極端な形の中の悪いとは言いません

けども、元職員のＯＢだとかああいうスタンスっていうのはいかがなものか。観光施設という

のは、若い人を別に委託しなくとも済む仕事でないですかってことですよ。これ委託料６カ月

間で２５０万っていうことは４０×６＝２４０。月４０万の委託料なんですよ。そのほかに事

業費があるわけです。夏の間、電気代等とかそういうものを削っていけばもっと安い数字で済

んでいくと思うんですよ。清掃の関係もどういう形でしていくかって、この辺の部分でいくと

果たして委託料の部分、結果的に町のものでどういう形でしていくかってことも決まっていな

い中で、昨年と同じような委託の方法で果たして良いのか。まして、その使い方の方向性がど

うなのかってことも定まってない。追々考えていきますよって何年間考えていくんですかって

話になってきますよ。課長の答弁の去年の秋の時点から第１期の募集が終わり第２期の募集が

始まった時点で、それ相応の対策を考えていきますと言われて、また開館している間の中で考

えてきますっていうような、なんかぱっとこないと言いますか。 
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○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 委託のあり方、今後の活用のあり方等々については早急な形で結論を出していかなければな

らないというふうに理解しておりますので、ご理解願いたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 他。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 定住支援交付金事業の中身、過去にも説明受けたと思うんですけども、再度聞きたいんです

けど、この定住の部分に関して中古住宅を取得するといった場合に支援交付金というのがある

ということですね。それともう１つそれについている用地の部分についても、取得する場合に

は支援策っていうのがあるのかどうなのか。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 定住支援交付金につきましては、定住者に対する最大２００万円を５年間に分割して、交付

金でお渡しすると最大２００万円を５年間にわたって分割してお渡しするというのが、定住支

援交付金です。移住支援交付金定住支援交付金つきましては委員おっしゃられました、固定資

産税の関係の補てんというような形を考えております。以上でございます。 

 

○田中委員 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 この２００万円っていうのは取得額には関係なくっていうことで、住宅だとか宅地だとか、

取得額には関係なく、５年間で２００万を支援していこうと、そういう。 
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○総務課長 

 新築住宅の取得にかかわる部分の支援になります。 

 

○畠山委員長 

 はい。田中委員。 

 

○田中委員 

 中古住宅とかには同様の支援を行うか。５年間でその２００万というのは現金なのか、それ

とも商品券での交付なのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 一部現金で、一部商品券です。 

 

○田中委員 

 はい、わかりました。 

 

○畠山委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 田中さんの質問したやつで、移住支援と定住支援の金額を分けている具体的な内容というの

はどういうふうなんですか。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 移住支援につきましては、町外から転入された方に対する住宅の取得にかかる購入の支援で、

定住につきましては、町内に住所を有しても対象となるということでございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 
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○池下委員 

 移住支援で、５年間で２００万一部現金ってあるんですが、今までこの中で何軒実態があり

ましたか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 移住支援交付金については、実績はございません。定住支援交付金つきましては２５年度末

で９件の予定をしております。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 先ほどのレストハウスの件になるんですけども、前回の委員会でも過去の委員会かなんかで

聞いたかと思うんですけども、先ほど加藤委員からの質問の中でもこの調子でずっとと言うこ

とでは町も考えてはいない。やはり明年度の３月なり、６月までには何とか方向性を見出した

いということかと思うんですけども、今現在でどれぐらいの時期にその結論がでるか。今はた

ぶん検討中だと思うんですね。できれば、これも早急に方向性を出して進んでいただきたいな

と思うんですけども、そこらへんの目途については、今の状況ではどうなの。 

 

○総務課長 

 現在役場内の企画委員会において、２回ほどレストハウスの関係について協議を行っており

ますが、これも早期に原案を出さなければいけないというふうに思っておりますので、なるべ

く早い時期ということで、今田中委員がおっしゃった３月議会には提案できないというふうに

思いますが遅くても６月の段階でそれ以前に委員会とも調整をしていかなきゃいけないと思う

んですが、最終的な結論を６月ぐらいに出せればなというふうに考えております。それまでに

は委員会にも提案していくというふうな形でおりますので、考えでおりますのでご理解願いた

いというふうに。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 数字だけお聞きしたいんですけど、防災メール結構便利に使わせていただいている。どれく

らいの登録があるかちょっと今現時点でわかれば。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○総務課長 

 ３００名の方に登録をいただいているということでございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。それではいいですか。次に移ってそれでは４番。お願いをいたします。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 ４番目の再生可能エネルギー導入促進事業の関係でございます。２月１３日開催されました

この所管委員会におきまして、施設にかかわる補償保険の関係、それから想定されるコストの

関係。それから設置箇所３カ所について提案申し上げたところでありますが、この箇所づけの

理由等々について、この３点について議会提案ということでございますので、今回提案説明さ

せていただきたいというふうに思います。 

保証保険の関係、それから想定されるコストの関係についてでありますが、これにつきまし

ては保証保険の関係につきましては、町が公共施設で加入しております市町村共済組合の保険

が公共施設として該当されるということでございますので、災害等に関しては共済組合の施設

保険で対応してまいりたいというふうに考えております。保証につきましてはパネルの製造メ

ーカーによって保証期間が違うということでございますので、およそ１０年から２５年という、

メーカーによって違う保証期間があるそうでございますので、これもそんな保証期間があると

いうことで調査させていただいたところであります。 

パワーコンディショナーにつきましては一般的に耐用年数は１０年と言われているようであ

ります。したがいまして、１０年後には何がしかの交換の必要性が出てきますので、予算化が

必要かなと思います。市町村共済に加盟するとなれば、３施設で約９万円の保険料が生じてく

ると。年間９万円の補修点検義務はございませんが、定期的な補修点検をするとすれば年間約

１２万円の経費が必要になってくるというふうに考えております。また１０年後には、パワー

コンディショナーの交換の必要性が生じてくるのかなというふうに考えております。 

３点目の箇所づけに関しましては、今回再生可能エネルギー導入の趣旨にもある１つは、使

用電力量の多い施設での維持管理経費の軽減、さらに地域の中心となる施設での整備による再

生可能エネルギーに対する啓蒙的な意味合い、３点目に防災上重要となる拠点での整備という

ようなこと、この３点を念頭に置いた形での今回の箇所づけを行ったということであります。 

今後ともこれらの観点を根底にした箇所づけを行ってまいりたいと考えておりますんで、御

理解願いたいというふうに思っています。 

以上、２月１３日に出た当委員会での関する考え方の整理ということでありますのでよろし

くご理解願いたいというふうに思っております。以上でございます。 
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○畠山委員長 

 ただいま再生エネルギー導入促進事業についてっていうことで口頭でありますけれども、説

明をいただきました。委員の方、何かございませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 １点だけお伺いを。基本的に建てる感覚の中での防災、あるいは重要拠点の理解をいたしま

すが、今言われた年間の維持費、あるいは１０年後におかれる器具の更新等を踏まえ、基本的

に、この太陽光施設を町としては何年間の償却といいますか、維持ができるというふうに判断

されているのか。 

 

○総務課長 

 委員長 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 基本的には１８年から２３年の間というふうに考えております。 

 

○加藤委員 

 言っていることは、それは器具の耐用年数ということで、当面とりあえずそういう形で進む

んだろうと思いますが、そういう環境の中における口頭での説明機種、実際に事業費等におい

ての説明の中で、３カ所今年やるといいながら単純に９万円、あるいは維持管理入れると１２

万なんていう表現がありましたが、つける規模によって全部変わってくる。そういう環境にあ

ると思うんです。そういう雑駁な説明を私は求めているんではなくて一番疑問視されているの

は例えば緑に関しては、重要拠点防災の拠点としての捉え方で推移してこういう考え方だと思

うんでそこにはやるにしても、費用対効果の問題も私は多少入れるべきだと思うんです。要す

るに何ぼマイナスでもいいよという話ではないと思う。キロ数が１０キロで、今言われたよう

な感覚で推移していくと、トータルとしてマイナスという状態に行くであろうと。現時点で想

像つくんですよ。町としては今どういう感覚でおられるのか。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今お話を申し上げた保証の関係、あるいはまたパワーコンディショナーの関係につきまして
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は、なかなかの想定ができない部分もありますが、トータルで３施設をトータルでいきますと、

若干のプラスになるのかなというふうに考えて個々の施設につきましては若干のマイナスも出

てきますが、この３施設トータルでいきますと若干のプラスにというふうな約２００万円のプ

ラスになるというふうに考えておりますので、委員おっしゃるようにマイナスの施設もあると

いうことであります。あくまでも想定でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この再生エネルギーのソーラーの関係は二転三転としてきているんですよ。やることに関し

てはゴーサインを議会も出しているんです。ところが、限りない数ぼんぼんぼんぼんと全部つ

きますって出しちゃっているんですよ。今課長の答弁にありましたとおりプラスにある施設、

マイナスになる施設、当然あっても良いかなと思うんですが、効率的に行政が運営するために

は、ある程度計画されているやつから集約をして効率化を図るべきだというふうに思うわけで

す。ましてや導入する初年度にあたってマイナスの施設もありますよっていう表現は、私はい

かがなものかなと。少なくとも可能性として出てくるのは総合庁舎、緑支所の問題だというふ

うに捉えるんですが、これらについてはやるんであればもう少し大きくしてトータルとしてマ

イナスが出ない施設としての運用というものをきちっと図るべき。そしてこれらを計画されて

いる全部の施設で果たして良いのかどうなのか。いろんなことを計算して再検討すべきだとい

うふうに思うんです。それらの考え方、計画している全ての施設に全部導入していかないとな

らないで、トータルとして計画では収支プラスですよと言いながら最後にマイナスになったら

どうするんですかっていう話ですよ。だからやるにしても、もう少し前回言われた委員会の説

明で、今回の委員会にあたってそれを説明するにあたって口頭で良いなんていう、出し方自体

が私はちょっとおかしい。これ以上は良いです。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 資料の提示の仕方がどうなのかという部分もあります。委員のおっしゃることもよくわかり

ますので今後そういったことを踏まえて提示提案してまいりたいというふうに思っておりま

す。また委員が先ほどおっしゃられましたマイナスが出ないような施設の整備のあり方を考え

るというお話もございますので、そういった形で検討していきたいと思っております。また全

体的な整備の関係でございます。これも全てが実施ということではなくて、効率効果を考えた

形の精査もしていかなければならんというふうに思っておりますのでご理解願いたいというふ

うに思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 



 

- 17 - 

 

○加藤委員 

 だとしたら早い段階で再計画の見直しや計画の変更を提示してもらわないと意外と委員会の

場で言ったやつ、なかなかそのとおりになったことが非常に少ないんですよ。よろしくお願い

します。 

 

○総務課長 

 計画の変更や内容の変更が生じるという可能性という判断のもとでもないということでござ

いますので、検討はしてまいるということでご理解願いたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 他。 

 

○前中委員 

 ちょっと１点だけ確認 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今の再生エネルギーのソーラーの中で、保守点検料が年１２万程度かかるという説明を受け

たんですけども、３カ所の事業に対しての全体の保守点検料なのかどうなのか。そこら辺ちょ

っと解らないんですけども、パワコンの更新は１０年という説明あったんですけども、恐らく

この３カ所の中にパワコンの数がざっと計算しても３０から４０機近くつくと思うんですけど

も、仮にそこで不都合がでたパワコンだけの更新でいいんじゃないのかなと思ってはいるんで

すよ。常に１０年後すべてのパワコンが故障で再補正を組みながらどうのこうのって話にはな

らないのかなと僕は思ってはいたんですけど、そのための保守点検というふうに捉えているん

ですけども、そういうことを情報認識しているのかだけちょっと確認したいんです。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 保守点検をするということになれば、３施設で約１２万円というふうに考えて、また前中委

員おっしゃるようにすべてのパワコンを１０年後に交換した形というプランも考えております

んで、委員おっしゃるようにダウンしたやつを変えればいいというな考え方でいけばもう少し

コストは下がっていくのかないうふうに考えており、ご理解願いたいというふうに思います。 

 

○前中委員 

 理解しました。 
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○畠山委員長 

 よろしいですか。なければ終わらせていただきたいと思うんですが、議長何かございません

か。途中で退席するというふうに聞いたんで。 

 

○村尾議長 

 今回、太陽光の新規事業なんですが、先ほど加藤委員からもいろいろお話ありましたけど、

太陽光については何回も協議をしてきた経緯がありますが、平成２６年度いよいよスタートす

るわけなんですが、総合庁舎それから保健福祉総合センター、緑支所ということで過去に資料

をいただいている中でいきますと、中期計画だとか早い時期だとか後年だとかいろいろな説が

出ていたんですが、昨年の９月の１７日の第９回の総務文教常任委員会では年次プロットが出

ているわけですね。このときが平成２６年度の年次プロット清里小学校、保健センター、清掃

センターという順序になっているわけで、これが今回先ほどの箇所付けの理由で庁舎と保健セ

ンターと緑支所に変わったということの解釈なんですが、スタートするにあたって平成２６年

度の箇所づけはわかったんですが、先ほど言いましたように９月の１７日の第９回の総務常任

委員会で出ているところでいくと、平成３０年度までの事業計画なんですね。これ５年間の事

業計画なんですが、今回平成２６年度の箇所づけじゃなく、中長期にわたって検討した数字っ

ていうのは出すべきでないのかと。年次プロットは正確に出すべきじゃないかと思うんですけ

ど、そういう計画をちゃんとしないと、こういう問題が出るんでないかと思うんですけど。そ

のへんいかがですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 当初、所管課の考え方で年度プロットを作ったわけですが、その後各課原価等々の協議の中

で、例えば２６年度清里小学校については補助の補助金の関係、学校施設の補助金の関係も考

えられるよというようなことで、それらの検討、また清掃センターにつきましても長寿命化の

改修工事やっているというようなことも踏まえまして３施設を提示させていただいたところで

ございます。またその他の部分につきましても、実施設計の中で設計の中で早々にはっきりし

た形での中長期的な施設の配置も出せるのかなというふうに考えておりますので、ご理解願い

たいというふうに思っております。 

 

○村尾議長 

 計画がしっかり出てこないとできないっていうことですか。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○総務課長 

 ある程度設計なり、なんなりの金額等も固まった段階での配置にしたいなというふうに考え

ておりますのでご理解願いたいというふうに考えております。 

 

○村尾議長 

 そうすると、残りの４年間、毎年順番分からんということか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 そのことがないように、早急に結論を出したいと。 

 

○村尾議長 

 町長の意向であるんだからしょうがない。 

 

○畠山委員長 

 次に移ってよろしいでしょうか。はい、それでは５番、お願いいたします。 

 

○総務課主査 

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につきまして説明させていただきます。今回の規

約改正は、加入している組合の解散脱退に伴う規約の一部変更であります。５ページの新旧対

照表をご覧いただき、別表中上川の区分欄にある組合を構成する団体から、上川中部消防組合

及び胆振の欄にある伊達、壮瞥学校給食組合をそれぞれ削除するものでございます。なお、附

則の施行月日は、地方自治法第２８６条第１項の規定により、総務大臣の許可の日からと定め

ております。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 はい、５番の北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてということでよろしいでし

ょうか。そしたら続いて、６番お願いをいたします。委員長。 

 

○総務課主査 

私の方から、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の一部改正につきまして、

御説明申し上げます。６ページをご覧いただきたいと思います。改正内容としましては、この

たびの第３次地域主権改革一括法により地方公務員法が改正されまして修学部分休業について

は、休業期間の上限が廃止され修学に必要と認められる期間を新たに条例で定めること。また

高齢者部分休業については、同様に休業期間の上限が廃止となり、部分休業が可能となる年齢

を条例で定めることとなることから本町の条例につきまして改正を行うものであります。なお、

修学部分休業とは職員自らの意思で任命権者の資金的な援助を受けることなく、能力の向上に
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資する学習を行うために休業する事であり、また高齢者部分休業とは高齢者の職員の中には肉

体的精神的または家庭等のさまざまな事情によって勤務時間を減ずることを希望する者も想定

されるということから設けられた制度であります。 

具体的な改正の部分でありますが、部分休業の承認と第２条第２項第２号中、第８２条の２

を第１２４条に改め、同項第３号中第８３条を、第１３４条に改めます。これは学校教育法の

改正により、それぞれ条の繰り下げを行うものであります。 

続きまして、同条第３項におきましては地方公務員法第２６条の２、第１項の条例が定める、

修学に必要と認められる期間を２年とし、同法第２６条の３第１項の高年齢として条例で定め

る期間を５年としているものを条例で定める年齢を５５歳とするものであります。なお附則に

つきましては、第１項では施行期日第２項では経過措置をそれぞれ規定するものであります。

以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今説明がございました。条例の一部改正ということで、何かなければ総体で。これで総

務課終わりですけども良いですか。 

それでは、総務課これで終らさせていただきます。ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは生涯教育課２点ございます。１点ずつひとつ説明お願いいたします。はい。お願い

します。 

 

○生涯教育課長 

それではまず１点目。清里町社会教育委員設置条例の一部改正につきまして提案理由の説明を

させていただきます。平成２５年６月に地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るた

めの関係法律の整備に関する法律いわゆる第３次一括法が成立しました。これに伴い社会教育

法の一部が改正され、従来国が定めていた社会教育委員の委嘱基準につきまして文部科学省令

で定める基準を参酌し、各自治体の条例で定めることとなったため、今回清里町社会教育委員

の定数及び任期に関する条例の一部を改正するものです。それでは７ページをご覧ください。 

新旧対照表によりご説明いたします。第１条の２項を加えさせていただくもので、第２項社

会教育委員は次に掲げるものの中から、教育委員会が委嘱する第１号、学校教育及び社会教育

の関係者、第２号家庭教育の向上に資する活動を行う者、第３号学識経験のある者と定め、附

則は施行期日をあらわすものでございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

それでは①番ですけれども規約設置条例の一部改正についてということで、良いですか。そ

れでは②番お願いします。 

 

 

○生涯教育課長 

平成２６年度一般会計当初予算障害教育課関係分主な内容につきまして説明をさせていただ
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きます。中身につきましては、各グループごとの担当により説明をさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

はい、お願いします。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

８ページをご覧ください。学校教育グループ分について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、教育支援専門員配置事業教育支援員の教育支援専門員

を配置し、専門的な立場で相談支援事業を行う事業費２８３万９千円、教育諸費、遠距離通学

バス業務委託事業、中学生・小学生の通学手段の確保としての業務委託になります。事業費に

おきまして２千１１万３千円。清里高等学校総合支援対策事業、清里高校の特色ある教育活動

を支援するものであります。事業費におきまして、８６７万４千円、特色ある学校づくり推進

交付金事業、各学校の地域特性を活かした創意ある教育活動を展開し各学校が行う事業に対し

交付金を交付するものでございます。事業費１６０万円、小学校費、学校管理費、臨時教員等

配置事業、清里小学校における多人数学級を解消するための町負担教員を配置する経費でござ

います。事業費におきまして１千７２万４千円。教育費、小学校費、教育振興費小学校教材等

整備事業新教材の導入と、クラブ活動の充実を図るため楽器等の整備を行うものでございます。

事業費につきましては２３１万６千円。中学校費教育振興費、中学校教材等整備事業同じく新

教材の導入とクラブ活動の充実を図るための楽器の整備を行うものでございます。事業費にお

きまして１６６万円保健体育費、学校給食センター費、学校給食費負担軽減事業。昨日の給食

運営協議会及び教育委員会費において主材料の物価上昇、消費税の増収増額に伴いまして幼稚

園保育所小学校が２３０円から２４５円。中学校が２６０円から２７５円の各々１５円の値上

げについて承認を得ましたが、子育て世代の負担を軽減するため子どもたちの値上げ分につい

てを補てんするものでございます。事業費につきましては１３５万１千円以上でございます。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

引き続き１０ページ施策名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。 

施策内容でございます。清里高校１年生の全員を対象とするニュージーランドモトエカへの

派遣、清里高校とモトエカ高校相互の長期交換留学により英語力向上や国際社会における人材

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。また海外派遣一般町民を

海外に派遣し、産業、経済、文化等に触れ、国際的視野を広めまちづくりの充実を図るもので

ございます。具体的には清里高校生海外派遣研修、生徒２５名分、教員２名分の旅費等として

１千５５万３千円、留学生受け入れ補助モトエカ高校から来る学生でありますけども、旅費制

服こちらでのホームステイ補助として８３万９千円、一般町民海外派遣研修につきましては、

研修旅費の３分の２を補助６名分として１８０万円を計上するものでございます。 

続きまして９款４項１目スポーツ文化施設管理業務委託事業でございます。こちらにつきま

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一般社団法人清里

町スポーツ文化施設管理協会に委託するものでございます。事業費総額２千５６２万円でござ

います。 

続きまして、２目プラネットステージ公演事業でございます。一流アーティストの音楽等の
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公演を行い、生涯学習の場の提供を図るものでございます。２回公演開催予定でございまして

３００万円を計上するものでございます。 

続きまして５項１目スポーツ合宿誘致支援事業でございます。こちらにつきましては企業、

大学等質の高いスポーツ文化団体を本町に誘致し、町民スポーツの振興と発展、経済波及効果

による地域の活性化を図るものでございます。事業費総額１３９万６千円でございます。 

続きまして１１ページ。斜里岳ロードレース実行委員会補助事業でございます。斜里岳ロー

ドレース大会開催にかかる運営経費を補助し、町民の健康増進とスポーツ振興を図り、交流人

口の増加と町内経済の活性化を目指すものでございます。事業費総額３００万円でございます。

以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 平成２６年度一般会計当初予算生涯教育課ということで説明をいただきました。何かござい

ませんでしょうか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 まず一番最初の、教育支援専門員２８３万９千円の計上があるんですが、これは学習センタ

ーに勤務しながら、いろいろと支援をしていくというふうに捉えて良いんでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 はい。現在学習センター内に生涯教育子育て支援専門員として勤務をしております専門員藤

森に代わります職員となりますが、週３日間の勤務ということで主に子育て支援あるいは学校

等での不登校ですとかいじめの関係があった場合などの相談ということの業務を学習センター

の方で行っておりました。また子育て支援センターの支援というところも行っておりましたけ

ども２６年度からはこれを週５日の勤務といたしまして、現在までのそういった支援あるいは

社会教育の支援に加えまして、学校教育の指導主事的な役割を担っていただきたいということ

で各学校の経営教職員の指導助言研修等にかかわっていただくため、週５日勤務とし机は学習

センターにそのまま置きますけども学校への指導が主に増えていくということで考えてござい

ます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これを週３日から週５日にするということは、今までこの金額ではなかったと思うんですよ

ね。もうちょっと安かったではないかなと思うんですが、こうやって週３日から５日にして内

容ある充実したものをやっていくということに関しては良いことだなというふうに思います。

是非こういうのはずっと続けていただきたいなと思います。 
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それと項目がちょっと変わるんですが、小学校費、中学校費の金管バンドの楽器それから吹

奏楽の楽器小学校と中学校と各金額は違うんですが、まず金額が違う理由をちょっとお聞きし

たい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 それぞれ清里小学校の金管バンド中学校の吹奏楽部の楽器ということで現在使用しておりま

す楽器がございますけれども、その中で年数がかなり古く音がしっかり出ないということで、

各学校からのこの楽器が必要ですという要望を基に予算を編成いたしましたので、それぞれの

学校の要望に応じた額ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今回当初予算で上がってきているんですが、確か２年前だと思うんですが一部楽器購入に充

てた経緯がありましたか、どうでしたか。ちょっと私も度忘れしたんですが。その辺いかがで

した。 

 

○生涯教育課長 

 はい、委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 清里中学校におきまして２年前にマリンバという打楽器を修繕した経緯があります。ちょっ

と大規模な修繕であったものです。新規の大きな購入というのは、ここ数年ございません。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

 

○池下委員 

 ２年前に修理をしたということで新たに、こうやって予算がついたのが何年かぶりだという

話も聞いておりますが、実は小学校中学校ともですね金管バンドに関しては楽器をそこにある

ものではなく借りている部分もあるっていう話も聞いています。そういった中で小学校に関し

ては７１万２千円、中学校に関して１００万円と各学校の方から要望が出てきた金額だという
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ふうに今課長説明ありましたけど、十分な楽器をちゃんと整備しておかないと人数が少ないで

すからあれなんですけども、今後数年に１度でなく予算付けを毎年のように学校の方にどうな

んですかっていう話をお伺いながら、毎年のように当初予算であげてった方が楽器も一度に購

入しなくても良いですし、その方が私はいいんじゃないかというふうに思うんですが、課長い

かがですか。 

 

○生涯教育課長 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 ただ今の池下委員の御指摘のとおり子どもたちがそういった部活動等でしっかりと活動が出

来るようにということで、いろんな面で支援をしているところでございまして、毎年学校から

はいろんな要望があがってきている中で、楽器につきましてもあがってきた部分を他の優先的

な緊急を要する備品があった場合などにちょっと待っていただいた部分も確かにございますの

で、そういった部分できる限り学校の方の子どもたちが支障を来たさないような中で整備を計

画的に進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 父兄の方から、要望しても生涯教育課は予算がないという答えをいただいております。その

辺を十分考慮してやっていただきたいと思います。 

次にスポーツ文化施設管理業務委託事業で図書館、トレセン、町民プール、緑スキー場とあ

って年間で２千５６２万円計上されているんですけども、去年多目的広場をああやってオープ

ンしまして、現在雪の下敷きになっている状態なんですよ。必ず補修という部分に関して今後

出てくるのかなというふうに思うんですが、そこら辺の部分に関しては段階的に補正で上げて

くるのか。１年しか経ってないですからなかなか当初予算であげるっていうのは難しいのかな

と思うんですが、そこら辺の部分に関してどういうふうに考えていますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 昨年多目的広場ということで、プラネット駐車場の整備を約４００万円程度かけて整備をさ

せていただき、雪の降るまでの間につきましてローラースケートの練習ですとか、あるいはバ

スケットコートでの子どもたちの遊び含めた活動がされ、利用としては高かったというふうに
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認識をしております。現在は雪のため使用はできませんけれども、その冬期間の除雪に対応し

て支障とならないような措置をとって参りまして、実際除雪にあたりましてもその辺を十分し

たぎりぎりまで重機を入れて削ることのないようにということで業者にお願いをし、そういっ

たことで、やっていただいているというふうに認識しておりますので、雪解けてすぐに状況見

てみなければわかりませんが、大規模な補修が必要というふうには認識して思っておりません

ので状況によって、必要な部分は当然軽微なものしていくというふうにことになりますけども、

まだ昨年できたばかりということがありますんで、今のところは大きな補修というのは予定は

しておりません。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 雪が解けて状況を見てみないとわからないという部分ことだと思うんですけども、スポーツ

合宿の誘致とか専修大学が来たという経緯がありますので、また今後もそうやって誘致活動し

ていく中で私は早いうちからそういうふうにきちっとした物づくりをして、誘致活動を行って

もらいたいなとそういうふうに思っています。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。他。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 特色のある学校づくり推進交付金のことでちょっと聞きたいと思います。この中に施策の内

容等書かれているわけなんですけど、１６０万というのは多いのか少ないのか。ちょっと判断

できない部分なんですけども。それぞれの学校からいろんな申し入れがあった形の中で予算配

分していくような形であるか。 

 

○生涯教育課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 この交付金につきましては、各学校の中で協議していただきまして、学校長の判断の下、有

効に活用していただくという趣旨のもと予算組みをさせていただいております。中身につきま

しては当然学校からの申請に基づいて、教育委員会内で審査をし、適正なものに交付をしてお

りますけれどもある程度学校の方にも、次年度の予定についての協議をさせておりますが、現

段階におきましては、きちっと決まった額の予定というのはございませんで、ただこの中で、

例年実施しております夏冬の休み期間中の学習サポート事業というのがございますけども、こ
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れが各学校で結果的に共同での実施ということで３年ほど取り組んでいただいているところで

ございます。この関係につきましては、おおよその今までの実績の中でそれぞれ１回あたり３

０万ないし４０万円程度の経費を入れて事業実施しているという状況でございます。その他各

学校長から年度当初に申請をいただき、それを審査して執行していくというやりかたです。 

 

○畠山委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 小中に限ってということで、学校長の申請ということですから学校によっていろんな形の需

要があがってくるような恰好なんですけど、実際に今いわば学習のサポートの関係の事業って

いうような部分で、その１６０万が費やされているのか。 

 

○生涯教育課長 

 半数近く。 

 

○勝又委員 

 半分ぐらい。あとの半分は。 

 

○生涯教育課長 

 あとの半分につきましては各学校で例えば光岳小学校であれば竜神太鼓を取り組んでおりま

すので、それにかかる法被ですとか、のぼり等を整備したり、緑町小学校でしたら過去の例で

いくとクマゲラ太鼓にかかるものを整備したり、また中学校におきましてはですねＩＣＴを活

用した授業教材を先進的に導入していきたいと。また実物投影機という手元の資料を拡大して

映す２６年度の予算では各学校に配置を予定しているんですけども、それをモデル的に２５年

度においては緑町小学校に配置して、各学校で回して使っていただいて実証実験的な取り組み

をしたというような内容を行っています。 

 

○勝又委員 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 斜里岳ロードレースの件でちょっとお聞きしたいんですけど、実行委員会というのがあるの

でそっちの方の考え方だとは思っているんで、もし解れば。 

長年実績のあるロードレース大会。今年度もこの従来どおりのやり方で実施されるのか、そ

れと詳しいことは解らないですけどもこの大会、この普通の草大会っていうか、公認の大会で

はないですね。これがもし公認の大会になるんであればもっと参加する選手が増えるんでない
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かそういう話も聞いたことがあるんで、そこらへんについて、もし解れば。 

 

○生涯教育課長 

 まず前段の今年度どうするかということでありますけども、今年度につきましても議員の皆

さまのご協力等によりまして３００万円の予算計上させていただいておりますので、昨年と同

様のスタイルでハーフマラソンを含めた少年少女マラソンもあわせたような形で、町内、町外

からたくさんのランナーを集めて大会を開催したいというふうに考えております。 

それともう１点、公認の関係でありますけども基本的に公認ということになりますとかなり

の予算が必要になってきます。それと一番大切なのは、清里は１５０メートルぐらいの標高差

でレースやっているんですけどたしか標高差が２０とか３０以上あると公認の大会として認め

られないとか、いろんな制約があります。ただその前後に旭川マラソンでありますとか、函館

ハーフだとか、道内でも屈指の公認大会がたくさんあります。有名な選手だとか一流の選手は

そちらの方に行くというような状況でございまして、うちの斜里岳ロードについては、どちら

かというと市民ランナーいわゆる家族や子どもたち、お年寄りが気軽に参加できる大会という

ような部分で交流人口の増加も含めた形のマラソン大会をターゲットにしているというような

部分もありますので、ある程度の今後数年は、そのスタイルでいきたいなというふうに考えて

ございますけども今後その公認という部分も当然頭の中に入れながら事業実施をしてまいりた

いというふうに考えてございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっとだけ聞きたいんですけれども、先日の住民大会の時に光岳小学校の竜神太鼓が演奏

してくれたんですけど、たしか説明で総合教育の時間に練習をしているという話をちょっと聞

いたんですよ。ということは土曜日の休日の日に練習をしていたのかなと私は思ったんですけ

ど、そういうふうに理解していいんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 学習指導要領の中で、総合的な学習の時間というのがございまして、その中身につきまして

は各学校の取り組みということでいろんな取り組みを行っておりますけども、光岳小学校の太

鼓につきましては主に一昨年から取り組みを始めておりまして、総合的な学習の時間を中心に

練習を重ね一部それだけではどうしても足りない部分がございますので、そこは放課後等にお

父さんお母さん等の協力を得ながら練習を重ねてきたということでございます。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 学校の授業中にやっているっていうことでいいのかな。休日の土曜日に出てきてどうのこう

のということではなくて。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 休日の土曜日に出てくるという部分は足りない部分を任意でやった練習を追加してやったと

いう可能性はございますが、基本的には総合的な学習の時間を使って練習を重ねてきて授業と

した中で。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。なければ終わりたいんですが、他にも含めて。 

 

○生涯教育課長 

お時間ない中大変申しわけないんですけども、今ちょっとチラシを配らさせていただきます。

清里セミナー特別講演会のお知らせでございます。講師につきましては元イエローハットとい

う車を整備したり、車の部品だとかを販売しているイエローハットというお店であると思うん

ですけども、その創設者で、現日本を美しくする会の相談役であります鍵山秀三郎先生であり

ます。先生の信念ですけども、その演題にもあり凡事徹底という言葉でありまして、小さなこ

とでもこつこつと実践していくと。当たり前のことを継続して実践していくというような信念

がございまして、それを今回の演題テーマとしてございます。 

本町昨年度開町７０周年節目の年を迎えまして、新たな１歩を踏み出しております。今後の

まちづくりも一歩ずつ着実に進めるということが大切でございます。年度末で大変忙しい時期

でありますけども大変著名な方でありまして、この方を慕うっていうんですか尊敬するまた著

名な方もたくさんおられるということで、なかなか聞けない講演でもありますので、今後のま

ちづくりというような部分もあります。ぜひ時間があれば、ご参加いただきたいというふうに

思います。以上です。すみません。 

 

○畠山委員長 

 はい。他ございませんか。なければ生涯教育課終わらせていただきますけれども。それでは

ご苦労様でした。 

続きまして消防清里分署３点について説明を一つお願いします。はい、消防署長。 

 

○消防分署長 

 それでは清里分署の補正予算、当初予算それと救急火災出動の状況について３点ございます

が、１点ずつご説明させていただきます。 

まず最初、平成２５年度の消防費の補正予算についてです。１２ページをお開き願いたいと
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思います。今回の補正につきましては消防救急デジタル無線の整備工事費の増額補正及び１月

末現在の実行見込みによります所要額の補正となっております。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として１億１千８１万２千円の増額で、内容につきまし

ては本部諸経費の減額分、７万４千円と消防デジタル無線の整備工事費としまして１億１千８

８万６千円をそれぞれ補正をいたします。なおデジタル無線整備工事費につきましては、平成

２６年度への繰り越し事業ということでなっております。無線の実質の工事費につきましては

１億５千７４５万３千円でありまして、このうち国庫補助の分４千６５６万７千円を差し引き

した残額が、先ほど申し上げました１億１千８８万６千円ということで、これが本部費の負担

金ということで補正計上しておりますのでご理解いただきたいと思います。 

次に分署費の補正でありますがまず歳入ですが、清里分署に対する負担金の内、常備消防費

負担金１８万５千円を増額、消防設備費の負担金３８万８千円を減額補正いたします。合計で

２０万３千円を減額補正するものでございます。 

次に歳出でございますが常備消防費１８万５千円の増額補正で、内容につきましては職員手

当等で７万１千円と共済費で３５万７千円の増額と備品購入によります執行残２４万３千円を

減額いたします。非常備の消防費について補正はございません。 

次に消防施設費３８万３千円の減額補正でありますが、これにつきましては消火栓の取替え

工事の執行残による減額ということで、歳出合計で２０万３千円を減額補正いたします。以上

で、２５年の補正予算を説明いたしました。 

 

○畠山委員長 

 ただ今２５年度の消防補正予算ということで説明いただきました。何かございませんか。な

ければ次②の方に移らせていただきますけれどもそれじゃあ２番よろしくお願いします。 

 

○消防分署長 

それでは２点目の平成２６年度の消防費の予算について説明させていただきます。１３ペー

ジになります。 

最初に歳入でございますが、清里町の負担金ということで、まず消防本部に対する負担金と

して１千４４３万２千円。次に清里分署に対する負担金常備消防費負担金が１億３千１８７万

９千円。非常備消防費負担金１千４５５万８千円で雑入といたしまして、救急救命士の薬剤投

与の講習会事項経費に対する助成金が１７万円。それと救急医療の研修等助成金ということで

７万３千円をそれぞれ予算計上してございます。歳入の合計で１億６千１１１万２千円を予算

計上しております。 

次に歳出でございますが消防本部費といたしまして消防本部にかかる議会費及び本部職員の

給与旅費、需用費、委託料など経費とあと監査委員費などを計上してございます。清里負担分

として１千４４３万２千円で前年対比で６８０万１千円の減と内容につきましてはデジタル無

線整備の設計委託料が２６年減額となっておりますので、その分の減という形になっておりま

す。次に清里分署にかかる常備消防費として職員の給与旅費、需用費、委託料その他経費とい

うことで１億３千２１２万２千円を計上しておりまして、前年対比４８７万９千円の増という

ことでございますが、内容につきましては職員の給与及び手当等の増額に係るもので２６年度

は新規採用職員１名増という形になっておりますので、その分の経費が増額という形になって
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ございます。 

次に消防団にかかります非常備消防費として報酬、賃金、旅費委託料等の経費１千４５５万

８千円をそれぞれ計上し、歳出合計で１億６千１１１万２千円を計上しております。前年対比

で２８４万４千円の減額という形になっております。 

 

○畠山委員長 

ただ今２６年度の消防予算ということで何かありますか。 

 

○前中委員 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 雑入の中で救急救命士薬剤投与講習受講の経費、助成金あるいは救急医療研修等助成金が助

成金という形で雑入が入っているんですけども、払い出し機関は北海道なんですか。 

 

○消防分署長 

 救急救命士につきましては北海道からの助成になります。救急医療研修等助成金、これにつ

きまして網走地域の救急医療を対策協議会という協議会が網走市、大空町、斜里郡３町の消防

機関、それと医療機関が１つになりました協議会をつくりまして、その中で看護師の研修、救

急救命士の研修とそれらに対する助成を出しましょうということ。斜里はウトロがありますん

で、ウトロは毎年行くんですが、うちと小清水は輪番で、２年に１回そういう研修に職員を出

しましょうという、それに対する協議会の方から助成が出るという形になっています。 

 

○前中委員 

 それとちょっと関連で聞きたかったんですけど、救急救命士の薬剤投与の講習ということな

んですけども、実質的にその看護師資格の国家資格をとった中での再履修っていうかな、そう

いう意味での講習と捉えてよろしいのか。あくまでも国家資格である看護師資格のない中の救

急救命士の資格の中で、この講習を受けるっていう制約の中の制度なのか。薬剤投与に対する

っていう部分だけで講習受けているんですけども医療行為全体に対しての講習ではなくて、あ

くまでも薬剤投与だけっていうことですか。 

 

 

○畠山委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 薬剤投与の関係につきましては、現在の救急救命士につきましてはエピネフリンという薬剤
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投与ができるんですが、これができるようになったのは、平成１８年以降に学校を卒業した救

命士の学校を卒業した者については、できるということなんですが、以前に卒業した者につい

てはこれらの資格がないもんですから、それの資格を与えるための講習ということでやってい

ます。これがないと注射等が打てないという部分ございます。これ救命士の活動範囲に拡充さ

れた部分でございますので、そのために講習を受けさせてあります。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。他。はい。澤田委員。  

 

○澤田委員 

 団員の方に制服が貸し出されているんですけど、何十年も同じものを使っていたら合わなく

なってきたので女性団員も男性団員もなんぼか更新っていうか、体に合う制服にしてほしいん

だけどっていうような要望があったんですけど。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○消防分署長 

 その辺のお話につきましては今年の１月にいろいろお話が出まして、私の方もちらほらとは

聞いていたんですが、予算の関係もありましてできなかったという部分はあるんですが、いっ

ぺんにやろうとすると高額な金額になってきますんで徐々に少しずつ更新をしていきたいな

と。とりあえず２、３名の方については今年の団の方の予算、団費の方の予算で何とかやれる

ところが出てくるのかなというふうに思っておりますので、そこは調整していきたいなと思っ

ております。明年度以降も少しずつですけども更新はしていきたいというふうに考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、いいですか。他。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 雑入で救急医療の研修助成金が７万３千円出てるんですけども、救急救命士の研修を去年た

しか３名やっていると思うんですが、今年はどういうふうに考えているのか、ちょっとお伺い

したい。 

 

○畠山委員長 

 はい、分署長。 
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○消防分署長 

 救急救命士の講習、これに関しては、昨年は１名です。病院実習につきましては、昨年はそ

れ以外の職員はすべて行っておりますので５名病院実習を行っています。救急救命士は全体で

６名おりますけども、昨年２５年には救急救命士の講習に行ったのが１名ということで、残り

分５名を病院実習ということで行っております。 

 

○池下委員 

 今年は予定している。 

 

○消防分署長 

 今年も予定をしております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。他。いいですか。それでは続いて、③番お願いします。 

 

○消防分署長 

 それでは続きまして、平成２６年度予算の主な事業ということで、ちょっと先ほどの話とま

た重複するかもしれませんけど、まず消防職員の消防学校入校事業ということで新任の職員の

初任過程、１５０日間の入校１名、それと救急救命士の薬剤投与３８日間の入校ということで

１名合計で８４万８千円を計上しております。 

それと職員の被服等の購入事業ということで新任職員の被服購入事業費、防寒衣の上下とい

うことで３名分それと職員の活動服の上下１６名分ということで１４６万９千円の計上をして

ございます。 

それと、救急業務用の資機材の整備業務ということで救急の処置用の気道確保器具が、もう

年数が相当経過しているということで、これも医療器具ではないんですが、医療器具に近いと

いうものもございますので耐用年数等もございますので更新をしていきたいということで計上

しております。それと除細動器の保守点検の分ということで、合計で２８万８千円と消防自動

車のタイヤ購入ということで、４号車の夏タイヤ６本、それとスパイクタイヤ６本それと７号

車の夏タイヤ６本ということで、合計６２万９千円の計上をしてございます。 

それと消防団の事業費といたしまして、消防団員の消防学校の入校事業ということで旅費で

消防団員の指導員の研修３日間１名と幹部団員の教育課程３日間２名いうことで、合計で１８

万２千円を計上してございます。それと消防団に対する運営費補助ということで５０万を計上

してございます。以上です。 

 

 

○畠山委員長 

 何かありますか。なければ次、お願いします。 

 

○消防分署長 

 それでは最後になりますけども清里町の救急火災の状況でございます。５年間の資料ってこ



 

- 33 - 

とで載せてございます。 

救急出動件数につきましては、年平均約１４０件程度の出動ということで事項種別におきま

しては急病がやはり多く、各年とも大体全体の６割から７割を占めているという状況でござい

ます。それと平成２５年の状況でございますが、出動件数１６４件ということでこれにつきま

しては、清里町では過去最高の出動件数という形になっております。また昨年は、ＣＰＡ俗に

言う心肺停止状態の救急要請が１２件ほどございました。そのうち２名の方が蘇生をされ、社

会復帰されたということでございます。さらに１２月に発生いたしました交通事故の救急案件

につきましては、斜里管内で初めてのドクターヘリの要請という形になりまして日没間際とい

うこともありまして本来ヘリで北見の赤十字病院の方に移送をかけるところだったんですが、

ヘリがもうすぐ戻らないと帰れないと有視界の飛行なものですから、帰れないということです

んで釧路からのドクターと看護師を降ろしまして、ヘリコプターは釧路の方に戻りましたけど

もドクターと看護師を救急車に乗せまして、斜里国保の方に移送かけまして斜里国保まで先生

と看護師に同行していただいております。残念ながらお亡くなりになりましたけど管内初めて

のドクターヘリの出動ということでございました。 

また火災の出動件数につきましては、昨年は清里地区で建物３棟を全焼する火災が１件その

他の火災といたしまして、ＪＲの釧網線の枕木からボヤがあがったとちょっと煙が上がったと

いうことでＪＲの運転手が発見をしまして、列車を停めて自分で消火はしたということでござ

いました。消防隊が行ったときにはもう煙等は確認されませんでした。このボヤで電車１便が

運休となってございます。以上簡単ですが救急と火災の出動状況についての説明を終わらせて

いただきます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今説明いただきました３点について、総体でもよろしいですけれども、消防清里分署の

関係について何かございませんか。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 ２５年度非常に多くなってきたわけなんですけども、１つやはり高齢化が進んできたという

ことで高齢者が多く搬出されているっていう状況なんですかね。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○消防分署長 

 年齢的にはちょっと今日持って来てないんでわかんないんですが、高齢者も増えているとい

う部分もございます。ただ中にはハイヤー代わりで使われているっていう方も何件か見受けら

れるような方もいらっしゃいます。一時期から比べると大分減っておりますけども、そういう

部分で増えてる部分も若干ありますし、あと今言われたような高齢化の部分でいくと高齢者の

部分でいきますと急病の部分でいきますと、９２件ということで１２１件中９２件が高齢者と

いうことで高齢者の部分確かに増えているのかなと。今年に関しては、高齢者が９２件という

ことになっております。 
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○畠山委員長 

 いいですか。他。なければ、これで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、続きまして２番議会費予算についてということでお願いします。 

 

○議会事務局 

それでは２番の議会費の予算につきまして２５年度の補正予算ならびに２６年度の当初予算

につきまして、一括でご説明をさせていただきます。 

まず、補正予算につきまして１６ページをお開きください。議会費の補正につきましては減

額の補正となっております。まず、議員共済会の負担金ですがそれは当初予算から負担率が下

がりまして、変更になったことによりまして１１７万円減額をしております。費用弁償につき

ましては、北海道町村議会議員研修会の参加と合わせまして道内の所管事務調査を行ったとい

うことで執行残が出ておりまして、４２万２千円減額をさせていただいております。 

続きまして、議事録作成システム補修委託でございますが、今年度議事録作成システムを導

入いたしまして初年度ですので委託が必要なかったため、全額３６万円を減額させていただき

ます。自動車借り上げ料につきましては、こちらも費用弁償と同じく研修会等道内の所管事務

調査を一緒に行ったため、バスの借り上げ料の分が減額となっております、５１万７千円の減

額をさせていただきます。 

続きまして工事請負費とその下の備品購入費につきましては今年度導入いたしました、議場

の音響設備の改修他の入札執行残がございますのでそれぞれ減額の補正をさせていただきたい

と思います。 

続きまして１７ページをごらんください。１７ページで、２６年度の議会費の当初予算につ

きまして御説明をさせていただきます。２６年度につきまして主な特異的なもののみご説明を

させていただきます。共済費、議員共済会の負担金ですが昨年度、２５年度より率が下がって

おりますので１千９７万円の計上となっております。人夫賃につきましては、２６年度も１名

臨時職員を雇用させていただきたいと考えております。費用弁償につきましては２６年度に議

運の道内の所管事務調査を予定しておりますので、その分の旅費それと市町村アカデミーに２

名参加する旅費を計上しております。普通旅費につきましては議運の道内所管事務調査に職員

１名遂行分ということで旅費を計上させていただいております。下の方にいきまして、役務費

の手数料ですが、議場とあとは議員控室の椅子のクリーニングということで１脚２，０００円

でクリーニングをしていただけるということで購入してから古くなっておりますので来年度ク

リーニングを行って長期的に使っていきたいというに考えております。続きまして自動車借り

上げ料ですが２６年度北網ブロックの議員研修会が小清水町でありますのでそのときの参加で

バスで一応参加をできるように借上げ分を計上しております。それと議運の道内所管事務調査

のバスの借り上げ料も計上をさせていただいております。２６年度の議会費合計で４千５４３

万円の当初予算の計上となっております。以上で説明終わります。 

 

○畠山委員長 

 議会費の関係でありますけども、２５年の補正、２６年度予算何かございますか。はい。池

下委員。 
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○池下委員 

 補正予算の概要を見ますと減額補正がずっと続いているんですけども、議事録の作成システ

ムに今年およそ６００万程度の予算をかけて議事録の作成をすぐ着手できるようにということ

でつけてやったんですけど、こういうふうに減額で多数出るのであればこの委員会の議事録が

ですね、全く遅いと。私もパソコン開いて出ていない部分が多数あると。こういうふうに減額

補正をするんであれば、例えば臨時職員を使ってでも議事録、委員会の議事録をしっかりと時

間をかけずに載せていってもらいたい。そうでないとせっかくインターネット中継をこうやっ

て導入したにもかかわらず委員会の方の議事録が全く出ないというのは、ちょっと私にとって

は腑に落ちない。数年前から私も議会事務局の方にも何回か提案したんですけども、なかなか

忙しいということで進まないという状況が、何年間か続いたんですけど、やはりこういうふう

に私たちの町も、ネット中継ライブそれから機械を導入してやることは良いことだなと思いま

す。ただし実質的にこの委員会というのが最も大事であるということを皆さん解っていると思

うんですが、そういう議事録をなるべく時間をかけずに載せていかないと本会議だけをライブ

中継しても意味がない。私はそういうふうに思っていますので早急に、その辺を改善していっ

てもらいたいというのが１つ要望でありますので、よろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 はい、局長。 

 

○議会事務局長 

 委員ご指摘ありました、議事録等の関係でございます。この件におきましては今言われた通

り議事録システムを導入して随時対応しているところですけれども、若干議事録の整備が遅れ

ているということで今後今言われましたとおり人夫賃、もし職員で対応できない部分をそうい

う形で対応しながら順次進めていきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他。いいですか。はい。それではこの関係については終わらせていただきます。 

３番であります。意見書について。はい。よろしくお願いします。 

 

○議会事務局 

それでは３番の意見書の検討につきまして２件の意見書が提出をされておりますので、ご説

明をさせていただきます。まず、特定秘密保護法の廃止を求める意見書案と、地方自治体の臨

時非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書案この２件が提出をされて

おります。提出依頼者は共に清里地区連合から提出をいただいております。意見書の内容につ

きましてご説明いたしますので、２１ページをお開きください。 

まず特定秘密保護法の廃止を求める意見書案の内容についてでございます。この法案につき

ましては昨年法案が成立しておりますが、法案の審議の当初から罰則の対象であるとか国民の

知る権利、言論、表現報道の自由が侵害される危険性があるなどのさまざまな問題が指摘をさ

れている中法案が衆参両院で強行採決という形をとり、法案が成立をされております。国民の
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批判また、廃止を求める声も相次いでいることから今回特定秘密保護法の廃止を求めるという

内容となってございます。 

続きまして最後のページ、２４ページをご覧ください。地方自治体の臨時非常勤職員の待遇

改善と雇用安定のための法改正に関する意見書の内容でございます。これにつきましては、自

治体の臨時非常勤職員の多くは恒常的に勤務をしているにもかかわらず、年収２００万以下そ

の待遇雇用を保護する法整備もされていないという状況、不安定な状況で働いているため今回

待遇改善と雇用安定の観点から記以下の３項目について要望する内容となってございます。以

上の２件の意見書の内容及び３月の定例会へ委員会として意見書を提出するかどうかのご協議

をよろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 ただ今の意見書２件について当委員会で取り扱うということでよろしいでしょうか。それで

は決定をさせていただき、内容についてもこのとおりでということでよろしいでしょうか。３

番終らさせていただきます。 

４番、次回の委員会ということで局長。 

 

○議会事務局長 

現在のところ未定となっております。 

 

○畠山委員長 

５番、その他議員の方、その他ございませんでしょうか。なければ、事務局ないでしょうか。

なければ第３回総務文教委員会、これで終らさせていただきます。御苦労さまでした。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第３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２３分） 

 


