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第８回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年８月１１日（水） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前 ９時３４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２６年度普通交付税算定結果について 

  ②北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（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     

 

 

○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    ■企画財政Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■総務Ｇ総括主査    宮津 貴司    ■企画財政Ｇ主査    泉井 健志 

 ■企画財政Ｇ主任    半澤  忍 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第８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 

１番、町から協議報告事項ということで、総務課２点ございます。１つずつ説明をしていただ

きたいというふうに思います。 

 

○総務課長 

 それでははじめに、１点目の平成２６年度の普通交付税算定結果について御報告申し上げたい

と思います。平成２６年度の普通交付税の額が確定し、通知が参りました。２６年度の国の予算

におきましては、１５兆８千７２４億１千６００万円という総体の国の予算であります。前年対

比１千６６２億８千８００万円減ということで率にして１％の減額という国庫予算になっており

ます。全国市町村の配分につきましては、７兆４千１９１億５千万円前年対比、１千９４４億９

千５００万円。全国市町村分２．６％の減額ということであります。すでに新聞報道でもあり、

ご案内とおりオホーツク管内におきましては、３市を含め全体で７４０億１千４４８万円という

ことでありまして、前年対比３３億６千１６９万４千円の減、減額率にして４．３％の減という

ことになっております。市を除く１５町村で見てみますと、合計額は４４４億３千９５万２千円

ということであり、前年対比２８億５千８１３万２千円の減と１５町村全体でいきますと、６．

０％の前年対比減となっております。管内町村、市町村、全国的にそうなんですが、地財計画に

より全体的に減額交付決定となっている状況であります。３市は別として、美幌町の１．２％か

ら西興部村の１３．７％の減というような管内的な状況であります。当町の交付決定額につきま

しては、２４億２千７９８万８千円ということであります。ここ数年本町におきましては、平成

２３年度が前年対比マイナス０．３％、２４年度につきましては前年対比プラス５．９％と。２

４年度が若干例外的な状況で高く、率が多かったということであります。２５年度がマイナス０．

９％の前年対比減ということになっております。当町における詳細につきましては、担当の主査

から報告を申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは、私の方から平成２６年度普通交付税の算定結果につきまして御説明申し上げます。

１ページになります。平成２６年度の交付額につきましては、２億とんで６３７万８千円減額の

２４億２千７９８万８千円の算定となっております。前年比７．８％の減額率であります。それ

では算定概要について御説明申し上げます。 

まず基準財政需要額ですが、これは行政運営のための財政需要を一定の方法により合理的に算

定した額でありまして、また基準財政収入額とは国税を含む税収入など一定の方法により算定し

た額であります。この基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた財源不足分を普通交付税

で交付措置される仕組みとなっております。また普通交付税を算定するにあたって大きな要因と
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なります人口につきましては、昨年と同様、国勢調査の数値、４千５５１人を用いておりまして

人口による増減は生じておりません。 

それでは、交付税算定の内訳について御説明いたします。基準財政需要額の欄をご覧ください。

前年度からの増加額は８千９７３万９千円でありまして、その主な要因としましては、公債費臨

時財政対策債の借入額の増加と償還開始の増加分が１千３７２万５千円。また、農業振興費にか

かる補正係数、農業級地ですとか密度補正。これらの増が１千２２４万９千円。さらにその下段

のうち地域の元気創造事業費４千１７２万５千円とありますが、これは、算定項目の新規追加で

ありまして、行革努力あるいは地域経済活性化の成果を反映されたものであります。これらの増

加が主な要因となってございます。また前年度から減少した部分につきましては、２億８千２４

９万７千円でありまして、主に地域経済雇用対策費１億７千９９５万９千円減の２億１千７７１

万９千円であります。補正係数の見直し、単位費用の減ということで、今年度の交付税減額の一

番の要因であります。基準財政需要額は３１億１千２２７万２千円であります。 

続きまして、中段。基準財政収入額をご覧ください。前年度からの増加額は、３千５８４万２

千円でありまして、その主な要因としましては、まず町民税の増、農業所得の全体的な増ですと

か、一部事業所の法人税所得割の増など合わせて１千１９万６千円。また固定資産税の増、一部

事業所による償却資産取得の増等で１千５９７万３千円の増となってございます。また前年度か

ら減少した部分につきましては、８２３万２千円でありまして、たばこ税は売り渡し本数の減で、

１５６万２千円の減額。自動車取得税は、実績見込みによる配分額の減で４４１万９千円の減と

いうことで、これらが主なものとなっております。基準財政収入額は、５億１千４６７万９千円

となっております。 

続きまして、その下の臨時財政対策債につきましては、前年度からの減少額が１千５０５万５

千円。これは国の交付税財源調整ということで、１億６千７２７万１千円となってございます。  

一番下、調整額につきましては、交付税総額全体の調整ということで２３３万４千円の減とな

ってございます。 

これらを算定した結果、平成２６年度の普通交付税が２４億２千７９８万８千円となってござ

います。以上が平成２６年度交付税の算定結果であります。説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 はい。平成２６年度普通交付税算定結果の説明をしていただきました。何かありますか。いい

ですか。なければ次２番。 

 

○総務G総括主査 

 ２番目の北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更についてということで２ページをお開

きください。既にご案内のとおり広域事務組合の関係の規約の改正につきましては、自治法の定

めによって、議会の議決を得なければならない定めになっております。したがいまして今回、根

室北部廃棄物処理広域連合が北海道市町村職員退職手当組合に加入新たに加入するということで

規約の変更の必要性が生じてきたということであります。根室北部廃棄物処理広域連合につきま

しては、羅臼町、標津町、中標津町、別海町、この４町による広域連合でございます。この広域

連合が新たに退手組合に加入するということで退手組合の規約を一部改正するという必要性が生

じてきたということであります。従いまして、これを議案として定例会において提出させていた
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だくという内容となっております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約ということで、説明をいただきまし

た。この件について何かございませんか。なければ総務課これで終わりですけども全体を通して

ござませんか。はい。前中委員 

 

○前中委員 

 参考までに交付税の基準財政収入額の説明の中で、固定資産税が増額になったという説明があ

った中で、一部事業所に償却資産収得による増っていう形で出ているんですけど、これはあくま

でも一事業所なのか多数事業所なのか、それともう１つ償却資産の関係なんですけど、その部分

と最近ちょっと聞き耳にする、これは町民課になると思うんですけども償却資産としての固定資

産として見るのか、あくまでも固定資産税額としての課税、家屋としてみるのかという部分で育

苗ハウス等でもかかる物件とかからない物件があるっていう話もあるんですけど。それは押さえ

ているのか押さえてないのか、町民課だと思うんですけど。そのちょっと２点。 

 

○総務課長 

 はい、課長。１点目については担当よりお答えいたします。 

 

○畠山委員長 

 はい、主査。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 １点目の御質問でございますが、札弦の太陽光発電の部分でございます。 

 

○総務課長 

 ２点目のご質問につきましては、課税対象物件のお話なのかなと思いますので、私どもでは押

さえておりません。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○前中委員 

 今の説明で太陽光発電の部分だけで、１千９００万円の増というような認識でよろしいんです

か。 

 

○総務Ｇ主幹 

 今、主査が申し上げましたとおり、札弦の太陽光発電については償却資産扱いでございますの

で、かなりのウエｲトでありますけども当然その農家関係もしくは建設業関係で、償却資産が多少

増えているというような部分もございますので、総体してそういう形になるということで。数字
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については、台帳が手元にありませんので持っていませんけども、そういった形で伸びていると

いうことでご理解を頂きたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。他。池下委員。 

 

○池下委員 

 今日の議案にはないんですけども総務課全般に聞いてよろしいですか。 

 

○畠山委員長 

 内容によって。 

 

○池下委員 

 今年度２６年度から新規事業ということで、空き家バンクネットが立ち上がってですね観光協

会に委託したわけですが、５０万円予算がついておりましたけども、どの程度今の段階で進んで

いるのかちょっとわかる範囲でいいので、わかればちょっと 

 

○畠山委員長 

 はい、主幹。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 先日ですね、観光協会の方から中間報告ということがございました。進捗状況につきましては

調査が約半分超えてまして、６割から７割程度調査を今実施している最中というふうに伺ってお

ります。ご承知のとおり空き家についてはですね、結構駆逐した家屋もございますし、なかなか

バンクの方に登録するという物件が無い状況の中で、今のところちょっと数字が間違っていまし

たら申し訳ございません。６軒、７軒ほどだと思いますけどもホームページの方で公開をして、

こういう空き家がございますということで御紹介をしている状況でございます。さらに今、その

空き家の登録を拒んでるというか、悩んでいる方についても観光協会の方で登録についてのお願

い等々をしているところでございますけれども、それらも含めてあと１カ月半ぐらい事業期間が

ございますので、最終的な調整に入っているということでご理解いただきたいんですけども現在

の中で今６件、７件ほど先行してホームページにご案内をしているということでございます。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 今の主幹の説明ですと大体６割から７割が終了した段階でということなんですが、残りあと３

割４割あるんですけども、これ例えば６割７割進む段階で、やっぱり１件の情報に関して何回も

足を運ぶとか中々会えないとかそういったこともあると思うんですが。これどうなんでしょう、

実態として何日間もそうやって出動してくれているとは思うんですが、５０万円の予算のうちに、
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人件費が１３万円とそれと燃料費が８万円ということで委託したんですが、実態としてこの範囲

でできるのかどうなのか。その辺は聞いていませんか。情報としては。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 基本的には委託料の予算策定の段階で、見積もりなどによって策定した予算でございますので、

この範囲でやっていただくということでの契約でございますので、多少きつい部分はあるでしょ

うが、企業努力といいますか事業所努力の中でやっていただくというふうに考えています。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ちらっと聞いた話ですと何回か行って会ってやっとその登録してもらえるという段階になって

役所に来るとその人ちょっとまずいんですよねっていうこともあったみたいなんですけども。そ

ういった情報、個人情報の問題がありますからなかなか難しい部分はあるんですけども、せっか

く一所懸命何回も足を運んで本人納得させて、登録するって事になってあそこはだめですって言

われたらやはり大変辛いと思うんですよね。個人情報の問題ありますから、なかなか難しいんで

すけども、何とかうまい具合にそこらへん個人情報を侵害しない程度の情報を出してあげれば、

もっとスムーズにいくのかなとか、私は思ったんですけどもその辺いかがですか。 

 

○畠山委員長 

 委員長。はい、課長。 

 

○総務課長 

 調査依頼を事業者にかけて委託をしているという状況の中で、基本的にホームページにアップ

するといった段階では、その物件に債権がついてたり、納税状況が思わしくなかったりというよ

うなことも調査委員にはわからない部分があろうかと思います。それを町に持ってきた段階で、

町の情報と突合してですね、ホームページにアップするのがふさわしい物件なのかどうかという

判断させてもらって、発表するというふうに考えておりますので調査員の努力が報われないとい

うようなこともまあまああるかと思いますが、そのへんは町の責任において、減らしていただい

ているということ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 

 この５０万円の委託費のうちですねチラシの印刷代ということでおよそ１１万円がついていた
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んですけどこれどういったチラシが出来ているのか。私実際に見てないんですけどその辺わかり

ますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。調査全体が終了した段階で、物件の御案内ないし、あるいはまた空き家バンクの

状況等のお知らせのパンフといったふうに想定しておりますので全体の物件があがった段階でと

いうふうに考えておりますので、現在のところまだ印刷製本については、執行してないような状

況だというふうに考えております。 

 

○池下委員 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○前中委員 

 ちょっと関連する質問なんですけど、今回観光協会に委託という形で事業遂行しているわけで

すけども。僕もホームページを見てあの物件の中で、ちょっとやはり疑問符が付くのは不動産鑑

定が正規に行われた単価設定なのかということです。土地と空き家も併設で今回出ているんです

けども、現実その辺はどうなんでしょう。宅建の調査認定士あるいは不動産鑑定士業務を持った

方が不動産の評価額を選定しているのかどうか。単なる希望を丸のみで受けて、それをホームペ

ージ上に出しているのか。そこら辺チェックとしてはどうなっているのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 基本的に売買売り手の希望の価格で、価格を設定しているような状況があります。そのもとに

買いたい人と売りたい人の媒体で協議がなされるということでございますので、基本的には紹介

物件でありまして、その価格が不動産鑑定士なりなんなり、公的な機関においてなされた価格だ

ということではございません。あくまでもそれは、希望価格をもって、相対で交渉をしていただ

くということで考えております。 

 

○前中委員 

 そこが大事だと思うんですよ。あくまでも要応談という形の単価設定になるのかなと。それが

売価ではなくて、今後ともその価格交渉によっては下がる要素がある。それは売り手としての希

望価格があそこに載っているのか。あるいは適正な評価の中の価格なのかというのが。ちょっと

今の段階では理解できないような価格設定がある物件もあるんですよね。細かい話をすると。そ

の辺の方がどうなっているのかなというのがありまして、ほかの行政の空き家バンクの場合は、

行政の物件としての公共性のある住宅をその空き家バンク登録という場合はあるんですけれど
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も、今回民間の空き家バンクの調査ですから。あくまでも個人所有の物件をそのものとして登録

していただいているのは理解するんですけども、価格が余りにもなんか売主の設定の意向をすん

なり受けているものが提示されているのかなというのが、見受けられるんですけども。 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然ホームページにアップする段階で、町が価格についての指示や指導はしておりません。あ

くまでも売り手側の希望価格ということで、基本的には相対でやっていただくということで情報

提供ということが中心でございますので、そこに公的な機関の査定なり判定を入れるということ

は現在行っていない。しかしながら表現の仕方として、これについては売り手側の希望価格でご

ざいますというような表現上の問題で今後考えていきたいというふうに。 

 

○前中委員 

 課長の答弁のとおりやっぱり売り手側の希望価格というところをやはり、前面に押し出してい

ただく形で観光協会もしていただければいいかなと。 

 

○畠山委員長 

 なければ、これで終わらさせていただきたいと思いますけれどもどうも御苦労さまでした。 

 

○畠山委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

次回は９月の８日、月曜日を予定しております。はい。９月の８日ということで。 

３番その他。事務局の方から１件ございます。 

 

○畠山委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

事務局より１件、実は皆さんご存知だとは思うんですけれども、町の方で８月３１日に大々的

に防災訓練を実施するという部分について、本議会におきましても昨年議会災害対策本部設置要

綱を設置しておりますのでそれに基づきまして防災関係機関である議会においても、今回の防災

訓練に協力参加していきたいというものでございます。 

ここに防災訓練にかかる議会対策本部の対応案ということで載せてございます。実施日につき

ましては２６年８月３１日日曜日、８時半から１２時まで。場所につきましては、役場の３階各

種委員会会議室および町民会館ということでございます。内容につきましては、１番としまして、

議会対策本部の設置ということです。町の方では、町の災害本部の設置予定時刻８時４０分に設
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置ということでそれを受けまして議会におきましても議会災害対策本部を８時４５分に設置し、

この場所において全員の参加をお願いしたいというものでございます。集合にあたりましては、

作業員服の着用をしていただきたいというものでございます。 

２番につきましては内容でございます。災害対策本部長につきましては議長でありますけれど

も、状況説明および活動内容の指示でございます。活動内容につきましては、町が実施する訓練

等に積極的に参加するということで後ろに町の訓練概要ということで載せてございます。町にお

きましてもそれぞれ町の対策本部がありますので、それぞれ各担当職員が集まりまして現地調査

も含めて行いますけれども、基本的には一番最後になりますけども、訓練項目ということで１か

ら４番とその他ということで載せてございます。議会におきましても基本的な調査とかそういう

ことにつきましては、今回行いませんけれども、先ほど言いましたとおり災害本部を設置いたし

まして、内容説明した後、一番最後の訓練項目に、それぞれ議会として参加していただきたいと

いうものでございます。 

最終的には１１時４０分を開催予定ということで今のところ決めております。それぞれ職員に

つきましても現地調査が終わりましたら、訓練項目の２番以降で随時、町民会館等において参加

して訓練に協力するという中身でございます。この対策本部について実施したいというものでご

ざいます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今防災訓練の関係、説明いただきましたけどもこれに関して何かありますか。はい。 

 

○池下委員 

 実はおとつい土曜日に私の自治会のサマーフェスティバルがありまして、自治会長の方からこ

の８月３１日の件に関してお知らせがあったんですけども、どうも見ていますとこういった協力

機関とか団体というのはそこそこちゃんと情報がいきますので、それぞれのところである程度は

周知してるのかなと思うんですが、一般町民の方が中々末端まで情報が行き届いていないような。

広報８月号に載ったんですけども、やはり本番を想定して防災訓練があるのであれば、機関ばっ

かりでなくやっぱりお年寄り、弱者、そういう人たちをどうやっていくかっていう末端の方まで

やっていくとやっぱり自治会にやはり依存していく部分が多いと思うんですね。 

そういった中でやはりですね２週間程度しかありませんけどももっとＰＲをしたりそういうこ

とが町の方からできればやっていただきたいというふうな思いが、こないだ自治会の中で思いま

したので。なんとかよろしくお願いしたいなと思うんですが。 

 

○議会事務局長 

はい。今、池下議員がお話しされた関係、一応総務の方が今回担当しているということで、今

あった部分について連絡したいと思います。 

 

○畠山委員長 

基本的には自治会の関係については別件なので、とりあえず局長から総務課の方に伝えるとい

う。今回はこの議員の対応なんで、これでよろしいかと。はい、前中委員。 
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○前中委員 

 議会対策本部の設置っていうことが発令されたときの議員各位に対する連絡体制をどう事務局

で対応するか、その辺はメールにするのか、一斉メールでやるのか、その辺電話口頭でするか、

初期の段階でどうするのか。 

 

○畠山委員長 

 今回はどうするの。基本的には来るのは来るけど、迅速対応でするならそういうことを謳って

おかなきゃ。基本的には考えとかなきゃならない。次の部分もあるだろうし、そこら辺の連絡体

制をどうするかですよ、今回は。例えばサイレンとともにという部分での集まり方でいいと思う

んだけども、次からはどうするのかという部分。連絡の方法、事前にこうやって打ち合わせでき

れば一番いいのかもしれないけど、そんなことにはならないし。 

 

○加藤委員 

 防災メールは議会関連だけでも情報提供ができますという今回のシステムのはずだから。今回

どうするのか知らないけど。町も当然のように訓練の防災メールを発信すると思うんだよね。そ

の時に議員だけの同報がつくれるはずだから。議会としてつくるのかつくらないのか、つくるの

であれば自動的につくるよとなっているとすれば、それでオッケーだけども。 

それと当然のようにそのメール自体が届くのか届かないのかという問題いや実際問題大きな災

害起きた時に停電になってしまうと。前回の委員会で質問したときにはその部分も訓練の中に入

れますって言っていたから。そういうことを想定した中で、非常発電での防災メールを本当にや

るのかどうなのか。 

 

○畠山委員長 

そのへんについてだけは、まだ日にちもあるので確認してもらって。 

 

○議会事務局長 

わかりました。 

 

○前中委員 

もし可能であれば、議員各位の所在の実態の状況がもし同じように併走として瞬時にわからな

い。僕らだったら札弦センターだとかこっち来るよりは近い。本当のこと言うと来れないだろう

と思うけれども。 

 

○畠山委員長 

 職員の動きは。今回どこまでするのかという部分で、基本的に今回はサイレンを聞いたら集ま

ってくださいよという決め方をしてるのか。防災を出すのか。そこら辺もうちょっと詰めていた

だければ。 

 

○議会事務局長 

 はい。 
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○畠山委員長 

いいですか。防災の関係はこれでいいですか。あと、その他。議員の方では何かありませんか。

なければこれで総務文教委員会終らさせていただきます。どうもご苦労様でした。 

○畠山委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第８回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前９時３４分） 

 


