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第２回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年２月１７日（水） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１１時４９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年度緊急経済対策事業について 

  ②平成２６年度一般会計補正予算（第７号）の概要について 

  ③平成２６年度一般会計補正予算（第８号）の概要について 

  ④平成２７年度一般会計当初予算の概要について 

  ⑤平成２７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 

 ●生涯教育課 

  ①平成２７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 

  ②平成２７年度公立高等学校入学者選抜出願状況について 

  ③平成２６年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結果概要について 

 ●消防清里分署 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（消防分署所管分）について 

  ②平成２７年度一般会計当初予算（消防分署所管分）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 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（６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 

    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員     

    委 員  前 中 康 男 
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○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 

 ■企画財政Ｇ主査    泉井 健志     

 ■生涯教育課長     伊藤 浩幸    ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚 

■社会教育Ｇ主査    小林 正明 

■消防分署長      河合 雄司     

 

 

○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 

 今日は都合によりまして、前中議員が欠席のためそのまま進めさせていただきたいというふう

に思います。町からは協議報告事項という事で今日たくさんの出題がございますので、ひとつ簡

潔明瞭にお願いを申し上げます。それではお願いをいたします。はい、課長。 

 

○総務課長 

 簡潔明瞭にという事でありますが、まず前段ですね、この１４、１５、１６日の暴風雪の関係

でございます。私ども１５日早朝に情報連絡室、これを立ち上げまして総務課、建設課、担当職

員、張り付きまして情報収集にあたったところであります。おかげさまで、本町においては、人

的な被害は無かったということであります。１６日、昨日ですが、各学校の休校、臨時休校、本

日も路線のバスの路線の関係で、本日も学校が休校になっているという状況でありますが、そう

いった休校・休館のみで終わったということであります。また帰宅困難者、あるいはまた停電、

これが発生しなかったところでありまして、避難所も設置しなかったというのでありますので、

ご了承願いたいと思います。また大雪に鑑みて、除雪費がかなり逼迫してくるんじゃないかとい

う想像のもと、例年通り３月に町での専決で委託料の補正等を行ってまいりたいと思いますんで、

御承知おきいただきたいというふうに思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

まずはじめに①・②の緊急経済対策及び緊急経済対策関連の７号補正の関係を一括して説明さ

せていただきたいと思います。担当より説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 先の常任委員会でも説明をさせていただいたとおり、国の、まち・人・仕事、地域創生戦略の

緊急的取り組みであります。平成２６年度補正での地域住民生活等緊急支援のための交付金を生

かした事業の推進をベースに、また平成２７年度は、骨格予算ということから地域経済が滞らな

いよう一部事業を前倒しながら進めるべく対策を整え、さらに住民への消費喚起生活支援商工業

の活性化を図るべく、平成２６年度緊急経済対策事業をかませていただきましたので、ご説明さ

せていただきたいというふうに思います。 

１ページをお開きください。平成２７年度事業前倒し等による町内事業所活性化を図る経済対

策事業でございます。中身につきましては、ただいま申し上げましたとおりでございます。事業

の予算の詳細でございますけども、消耗品として２１万１千円。修繕料、江南研修センター、老

健、学習センターの軽微な修繕としまして、２６９万２千円。自動車損害保険料５万４千円、手

数料４千円、器具購入費保健事業、子育て事業、教育事業、観光事業等の器具購入費として、２

千３６１万６千円。自動車購入費最終処分場のショベル、江南パークゴルフ場の草刈りトラクタ

ー購入として、１千０４２万２千円。負担金及び交付金、消防分署における救急機材の更新、車
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両器具の更新、清掃緊急出動具費等の更新代として３１４万２千円、合わせて４千１４万１千円

を計上させていただきます。 

続きまして２番、地域、住民生活支援住民生活等緊急支援のための交付金を活用した経済対策

ということであります。２の１地域消費喚起生活支援については、国から交付金１千２００万を

限度に交付される予定となっております。 

①清里町地域商工券交付事業であります。実施概要につきましては、商工会より町内商工業者

商工会会員で利用できる商品券を購入します。町が全町民に配布、町民は期限内に、町内店舗等

で利用するということになっております。町民１人あたり１万人を交付することになっておりま

す。基準日については、３月１日とさせていただきます。効果につきましては、全町民の配布に

より、生活喚起消費喚起を促し、町内事業所の活性化と振興が図られるということでございます。

担当につきましては、本事業については、商工会に委託ということにさせていただきます。だけ

ども、先ほど申し上げましたとおり、券の配布の案内でありますとか、この事業の説明券の配付

につきましては町が行います。予算であります。商品券購入につきましては、直近の人口が４千

３８０人でありますので、４千３８０万円、商品券の印刷４８万４千円、ポスター作成費９万円、

回収換金等の事務経費２４万円、器具購入２５万５千円。消費税合わせまして、４千４９５万５

千円を計上させていただきます。 

続きまして、②清里ふるさと名物事業でございます。実施概要につきましては、観光協会を通

じ、ふるさと会会員、東京札幌、北見にプレミアム率の高い、清里特産品を販売する事業でござ

います。この事業につきましては、この交付金を国が特に推奨している事業でございます。効果

につきましては、ふるさと会員の購入により、町内消費の喚起と特産品のＰＲが図られる効果が

期待されます。ちなみに会員数でありますけども、札幌が１２４名、東京が３１０名、北見が１

２９名の名簿を事務局ではおさえております。担当につきましては、先ほど申し上げましたとお

り観光協会に委託するものでございます。予算でございます。プレミアム分の補助１２５万円、

印刷費１０万円、郵便料６万円、送料発送箱等の経費１３０万円、手数料２８万円、事務経費１

１万円。合計３１０万円となります。 

続きまして、③わくわく商品券、プレミアム商品券補助事業でございます。この事業につきま

しては、例年商工会が行っておりますわくわく商品券プレミアム事業でございます。けれども、

この事業を平成２６年度に組み込み、２７年度に繰越事業として行う予定でございます。この事

業につきましても、国が特に交付金事業として推奨している事業であり、確実に交付金が当たる

ことが予測されることから、ただいま申し上げましたとおり２６年度に組み込んで２７年度に繰

越ということにして、進めていきたいというふうに考えてございます。予算につきましては、プ

レミアム分として４７５万円を計上するものでございます。 

４ページをお開きいただきたいと思います。７号補正予算の概要でございます。まず、下段の

歳出を見ていただきたいんですけども、総務費としまして、補正額８千９８０万４千円でござい

ます。消防費としまして、町単の事業であります３１４万２千円を合わせて９千２９４万６千円

となります。上段の歳入でございますけども、地方交付税としまして、８千９４万６千円と交付

金であります国庫支出金１千２００万円を財源と考えてございます。なお７号補正予算につきま

しては、２月２６日の臨時議会で提案させていただきますのでよろしくお願いいたします。また

先ほど申し上げましたとおりわくわく商品券事業の４７５万円につきましては、専決処分とし、

平成２７年度に繰越させていただきますので、年度当初の臨時議会で報告をさせていただくとい
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うことになると思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

３ページにお戻りいただきたいと思います。２の２交付金の地方創生地方創生先行型の事業で

ございます。この事業につきましては、交付金２千９００万円の限度額をもって、交付されるも

のであります。なお先行型については、すべて２７年度へ繰越すものでございます。 

①地方人口ビジョン及び地方総合戦略策定委託事業でございます。実施概要につきましては、

地方人口ビジョン及び地方総合戦略策定については、自治体の必須の作業であります。この早期

の策定を目指し、基礎調査を委託するものでございます。また総合計画５カ年が２８年度からに

なりますので、このローリングの策定作業もあわせて付加するものでございます。なお、この策

定費につきましては、国は１千万円まで交付金の対象となってございます。効果につきましては、

早期なお、なおかつ、正確にきめ細かな策定を目指すものでございます。予算につきましては、

人口ビジョン及び総合戦略等策定に係る基礎調査事務一式としまして、９７２万円を計上するも

のでございます。 

②神の子池外周園路整備事業でございます。実施概要につきましては、神の子池及び周辺の環

境を維持するための木道などの設置をいたします。この事業について、実施設計が完了しており、

国は交付事業の中で観光拠点の拠点整備的な事業を推進していることから、平成２７年度で予定

している事業を前倒しし、交付金を充当していきたいと考えてございます。効果につきましては、

神の子池周辺の自然環境が保たれ、訪れる方が安全快適に見学散策することができると期待され

ております。予算につきましては、工事費２千７８８万６千円を計上する予定でございます。 

③清里特産品販路拡大事業でございます。実施概要につきましては、焼酎をはじめとする特産

品の販路拡大を図るため、新たな事業の展開や既存の事業の拡大を進めてまいります。国はこの

交付金事業の中で、地場産品の販路拡大事業を推奨していることから、新規既存のＰＲ事業を織

り交ぜながら、より効果的で戦略的な販売拡大事業ができるように実施していきたいというふう

に考えてございます。効果につきましては、大都市圏や集客力のあるイベント会場を利用して、

焼酎をはじめとする特産品を販売することにより、売り上げと清里の知名度アップを図ることが

期待されます。予算でございます。報償品ＰＲグッズとしまして３０万円。普通旅費につきまし

ては２４０万円。参加補助として１２０万円。手数料としまして６０万円。合計４５０万円を計

上するものでございます。本先行型の事業合計につきましては、３つ合わせまして４千２１０万

６千円でありまして、これにつきましては、後ほど８号補正で説明をさせていただきますけども、

３月定例議会に提案させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

以上で終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただいま説明をいただきました２６年度緊急経済対策事業について、それから２６年度一般補

正予算７号について。それから２７年度の地方再生先行型についてということで説明をいただき

ました。この関係について質疑を受けたいというふうに思いますが。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 １ページのまず１番目の２７年度事業前倒しの中の予算についての説明の中での機械器具購

入、自動車購入ですが、もう少し詳しく丁寧に、ちょっと御説明願います。 

 



 

- 6 - 

○企画財政Ｇ主幹 

 まず、自動車の購入の関係でありますけども、最終処分場にありますショベルがかなり老朽化

しているということで、そのショベルの購入が１台。それから江南パークゴルフ場の草刈り装置

が付いたトラクターそれが１台、あわせて１千４２万２千円でございます。それから器具の購入

でありますけれども、総務課でいきますと、職員の約３の１程度に当たりますけども、事務椅子

の更新、それから江南研修センターでの暖房器の取替。事務椅子につきましては７５万６千円で

す。江南研修センターの暖房機それから江南研修センターの暖房につきましては、２０万円。照

明機器につきましては、２６万円でございます。それから町民課につきましては、戸籍の耐火金

庫の購入。これが２９２万円４千円となってございます。保健福祉課につきましては、ちょっと

数が多いんですけども、保健師が使う自動血圧計が３２万２千円。老健きよさとにおきますコー

ドレスバイクが５３万８千円。清里保育所におきます非常用発電機が２１万４千円。札弦保育所

におきます非常用発電機が１３万９千円。それから１００万以上のもの１００万以上の器具購入

費は、光岳小学校の児童用の給食用のテーブル。それから児童用の書架が１３７万６千円。学童

保育備品としまして、合わせてなんですけども座卓、会議用のテーブル、ホワイトボードランド

セル、シューズロッカー等で１０７万１千円。武道館の暖房器具更新８台ですけども、１１４万

１千円。トレーニングセンターのウエイトトレーニング器具一式ですけども、２３６万３千円。

１００万円以上の主なものは以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ２ページの②の清里ふるさと名物商品事業この関係について、国が主体的に進めている事業で

すよという説明があった訳ですが、基本的に１万５千円の商品、具体的にはどういう形ものをま

ずしようとしているのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 基本的にはふるさとの名物ということで、きよさと焼酎を中心とした商品プラス、これに農産

物なり、清里における生産加工品なりというようなことを考えております。中身についてはこれ

からなんですが、基本的には焼酎を中心とした商品だということで考えています。 

 

○加藤委員 

 この実施時期というのは２７年度ということの理解で良いんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 



 

- 7 - 

○総務課長 

 事業としては２７年度ですが、商品の発送等々については、農産物については来年に入ってし

まうと思いますが、町と観光協会との契約の中では、支出の関係は２６年度の支出というふうに

考えています。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これ補助事業って言いますか、この国の政策の中の緊急対策でやっていくということの中での

一つの提案。ただこれが、果たしてふるさと会会員３カ所しかないという捉え方をしているんだ

というふうに思いますが、同時にこのふるさと会の活用だけで、とりあえず進んでいくというス

タンスが本当に適当なのかどうなのかというのが、１点疑問に思う部分があります。 

また、これ単発で終わる事業としていくのか。ふるさと納税等というのは、単発に予算が来た

からするという事業ではないと思うんですよ。今回こういうふうに取り組むということは、今後

においてどういう基本的な考え方のもとに、その前段としていくというスタンスがあって良いか

と思うのですが、その辺についての方向性については、どのように現段階でなされているのか。

特に清里のふるさと納税については、非常に少ない、件数も少ない。その恩恵もある意味では少

ないから、そういう結果になっているのか。 

今回あえて、ふるさと会に対して清里の特産品を売っていく、ＰＲしていくという関係の中で

は、今までもふるさと会との関係を大きく重要視してきたというふうに思うわけですが、今後に

おいてどういうふうに取り組んでいくのか。そのへんがなければ、今回これ単発で終わってしま

ったら何の意味も無いように思うんですが。その辺の方向性についてどのように捉えていますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 ただ今加藤委員ご指摘のとおりですね、これは１回ぽっきりで終わってしまうと。ましてふる

さと会会員限定ということで終わってしまうと。事業の効果は、そう広がっていかないと考えて、

この一つをモデルケースとして取り組んでいくということで考えています。これを清里会会員か

らその枠を外して全国にというような将来方向も持ちながら、この事業に取り組んでいくという

ことであります。それと私どもが行っているふるさと寄付金。これの関係については、若干切り

離して考えなければならないのかなと考えております。ご理解願いたいと思います。以上で終わ

ります。 

 

○加藤委員 

 今の中身的には違いますが、形として、清里のＰＲの部分をどうしていくのか、そして商品を

どうしていくのか、物産品をどうしていくのかっていう観点では、同じ土台に上がってくる問題

だというふうに。これはこれってやっていくと、なかなか事業展開出来ないと思うんですが。今
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回やっていく緊急対策の中、全体を通して、補助対象になる部門とならない部門となってくると

思うんです。そのやり方の中で最善な効果の出し方なのかなと。例えばこのふるさと物産商品の

事業に関して、トータル３１０万のうち、補助対象となる分、ならない分というのは、どういう

数字になるんですか。 

 

○畠山委員長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

これ個々の事業で補助対象・非対象というものではなくて、この１千２００万というのは、町

の財政規模なり町の人口なりで、あてがい口で来る交付金でございます。個々の事業にいくらと

いうことではないというふうなご理解を願いたいというふうに思っておりますので、この先行型

についても同様であります。個々の事業ではなくて、人口、財政規模に合わせた形で、うちの町

には１千２００万円と２千９００万円ですよという、あてがい口の事業でございますので、ご理

解願いたいと思います。 

 

○加藤委員 

 当然理解していますけど、この事業費全部で１千２００万で終わる訳ではないわけですから。

事業ごとに計算していくと、どういう形でそれを配分して事業展開をしたんですかということで

すよ。課長の言われているとおり１千２００万しかないわけですから、実際問題として、その事

業に補助金としてあてている分は、どこの部分だという数字があからさまにわかるわけでしょう。

そういう中で事業の展開、組み方ってどうなのかという話ですよ。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 はい。その今加藤委員おっしゃられた配分につきましては、すいません。５ページをお開き頂

きたいと思うんですけども、中身につきましては、すべて今申し上げましたとおりなんですけど

も、財源の配分の関係であります。これにつきましては、ここに国交支出金という形で、その１

千２００万円の割り振りを書いてございます。下からで申し訳ないんですけども、わくわく商品

券プレミアム商品券ありますけども、これについては全額、この交付金を見込んでおります。ふ

るさと名物商品事業も全額この交付金を見込んでいます。残りの額につきまして、商工振興券に

充当させていただきたいと割り振りさせて頂きました。特にわくわく商品券、ふるさと名物商品

券につきましては、国が特に推奨している事業ということでもありますので、財政上の事務的な

処理の部分にもなりますけども、このような形で割振りをさせて頂いているということでご理解

をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 このページ見たらよく解るね。だとすれば、緊急経済対策でやっていくのは、町民対象でやっ
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ていくのが主でないかと。そしたら考えたときに、国から来る部分で、この割合からいくとすれ

ば最初に地域振興の商工会振興交付金のウエイトをあげた状態にしていかないと。この予算の組

み方の中で、１千２００万って項目あげるのはいいですけども、負担割合と言ったらどうなんだ

ということが、私は疑問になるなと。 

特にプレミアム商品券の２７年度を前倒しします。これは毎年町がやっていることですから、

緊急対策に本当になるのと。予算執行をするだけの話じゃないですか。で本当にするってするん

であれば、３月１日基準日にしていくこの地域商工振興券に関してのウエイトをあげた形でやっ

ていくのが本来のような気がします。この事業全体が駄目だって言っているんでなくて、やっぱ

り進め方、やり方、予算の組み方がどうも。国が１千２００万くれたからじゃなくて、今国が言

われているのは、地域が本当にどうしたいのか・何をしたいのかということであって、今の説明

でいくと、国は積極的にやってくれって言っているからやります。こういう形でないかというふ

うに思うんですよ。まして、事業展開をしていくに、さっきの課長の答弁の中でも分けて考えて

くれ、それは解りますよ。でも、この町の次の一歩をどうしていくかと考えたら、それはすべて

関連性が出てくる。予算の中では別個だけども、事業の組み立ての中で、なっていく。特に今後、

国が必ず求める、この清里の町、今後どうしていくんだというプログラムを作っていかないとな

らない時に委託をしていくみたいですけども、これあたりについても、委託する前に本当に真剣

にどうなのかというあたりがきちっと課題の整備なり何なりをしていかないと。結果的には、何

だかわからないうちに時だけが過ぎ去っていってしまうような気がするんで、これ提案されたも

んですから、時間もとんでもなく無いですけども、ちょっと余りにも。私の意見です。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

加藤委員の御指摘のとおり財源の配分割合、基本的な地域商工振興券の部分が多くするべきで

はないかと、町民対応する分を多くするべきではないかという考えを十分承知しながら、これか

らもあたっていきたいと。財源の配分の関係ということでご理解願いたいと。考え方としては、

加藤委員の考え方を理解しておりますのでご理解願いたいと思います。 

また計画の関係でありますが、計画はあくまでも基礎資料なり、基本的な部分そういったもの

もですね、ここの町の方向性なり考え方は、十分町民の方々のご意見も踏まえながら策定委員会

なり検討委員会なりの中で煮詰めていきたいというふうに。あくまでも、コンサル業務の委託と

いうことでありますので、基礎資料等の収集・分析を行っていたというようなことでございます

ので、ご理解願いたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 はい。議長。 

 

○村尾議長 

 この１ページの緊急対策事業の実施。これ国的に見ると、地方が大変だっていう事がわかるん

ですけど、わが町におきましては、ずっと過去ひも解いても大変な時期だったわけでして、特に
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副議長かと思うんですが、一般質問で橋場町政の時代に一人１万円の商品券を配ったということ

で、継続してやる気があるのかどうなのかという話を櫛引町政に聞いた経緯があると思うんです

ね。その時に櫛引町長はどのように答弁しているのかと言いますと抜本的にしなければならない

ので、今回見送るという話をしているわけです。今回国から１千２００万のうち４００万ですか、

これで見ると４００万の財源をもとに、４千４９５万５千円の事業をやると。抜本的な解決にな

ってないような気がするんですけれども。課長に聞いても仕方ないんですけども。町長の抜本的

な話と、この関連はどうなんだということですよ。それは議事録に載っていますので。副議長が

質問している話で、橋場町政の時には継続しないのか、町の商店街が非常に疲弊していると、や

らないかと言った時に抜本的な解決にならないからやらないという話をしているわけです。ここ

へきて緊急対策でやるんだと。じゃあ今まで緊急でなかったのかって言ったら緊急だったんです

よ。それをやらないで、ここへ来てやる。１千２００万のうち４００万の財源をもとにして。こ

の４千４９５万５千円の予算を計上してきてやるということは、言っていることとやっているこ

とが違うような気がするんですけども。町長の代わりに答弁願いたい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 町長になり代わりまして、基本的には今まで単発で地域振興券の発行を行ってきたという経緯

がございます。しかし今回ふるさと名物あるいはまたわくわく商品券あるいはまた①にあります

前倒し事業、これをセットでやることでより、町民地域振興券、地方振興券については町民に、

それから①の前倒しの発注事業については、いわゆる狭い意味でいけば町の業者、事業者に。そ

れからふるさと名物商品券については、外貨を得るというような、セットで取り組んでくること

により、今までよりも事業効果が上がるんじゃないかという考え方で、今回は国の交付金事業に

乗ったということもありますけれども、そのセットで取り組む事業効果、これは今までの単品、

単発で行ってきた事業とまた違った形だということで、ご理解願えればというふうに考えており

ます。以上でございます。 

 

○村尾議長 

 わからないけど、わかった了解したことにしておきましょう。次にもう一つなんですけど②の

清里ふるさと名物商品事業で今課長から言われたように外貨を求めると。で、これは結果的に中

身を見ると、３１０万のうち焼酎を売るか何を売るかは別にして、１２５万の補助しかないわけ

で、それより発送費、郵便局とかクロネコヤマトのためにやっているような事業ですね。例えば、

これ１３０万をやるんであれば、もう少し金額を１万５千円を２万円にして、運賃は自分でもっ

てくれとかね。そういう方が効果が高いような気がするんですけども、その辺いかがですか。こ

れは事業より運賃の方が高いんだもん。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○総務課長 

 ただいま村尾議長から指摘ありました、発送料、運賃。この経費が高いということで受益者と

いいますか、利用者からの自己負担というようなことでありますが、今後そういった部分を踏ま

えながら、これ１回で終わるということではございませんので、いろいろ模索します。 

 

○村尾議長 

 ちょっとこの辺、せっかくやるのにそのうちの町の名物商品を売るのはこれいいと。それより

名物、物を売るより運賃の方が高いなんて馬鹿なことやってられないなということですよ。これ

はちょっとよく検討してもらいたいなと。これ清里会、北見会もそうだと思うんだけど、商品を

安くした方が良いんですよ。運賃は自己責任、自己払いで良いんですよ。 

 

○総務課長 

 送るものは、１万５千円という中での送料が大体１,３００円ということでありますんで、そこ

が１万５千円の分を１万３千円にしてということも考えられるというに思いますが、その辺の中

身については、今後検討しながら進めていきたいというふうに思っています。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 そこのところの関連は、考え方ひとつだと思うんです。要するに無理やり売りつけるのか。本

当に良いものだから買ってもらえるのかっていう体制にどうしてくかということだと思うんで

す。だから買う方が送料を出してでもいいから、買ってもらえるような方法にした方が良いんで

ないですかっていうことですよ。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今のお話を参考にしながらやっていきたいと思いますが、これ委託事業でありますので、今い

ただいた御意見については、総額の３１０万の中でやりくりしていきたいと思いますので、参考

にしていきたいと思っています。 

 

○勝又副委員長 

 今課長言ったけど、送料は１,３００円って言うけど、これ端的に２５０個のセット限定でしょ

う。１３０万っていうのは、５千７００円ぐらいかかっている。 

 

○総務課長 

 季節ごとによって送る部分のものもありますんで、例えば焼酎は普通で送れますが、例えばメ
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ロンであったり、たまねぎだったりということになれば、年３回を同じ人にという形ができます

ので、その辺送料が１３０万円もかかるのはどうなんだというのがあります。送料が自己負担で

できるかどうかも含めて検討しながら対応していきたいと思います。この総額の範囲の中でやり

くりできるのかなと御理解願いたい。 

 

○畠山委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 これは意見なんだけどね。プレミアム率の高い特産品というんだけれど、この１万円で１万５

千円の部分で、実際に特に農産物なんていうのは重いし、焼酎も重いんだよね。そういう重いも

のを送ったような部分では、恐らく皆さん経験していると思うけど、じゃがいも本州に送っても、

運賃ばっかり高くて。もとは安いんですけどね。そんなことを含めてお得だよというような感じ

のものがきちっとその買う側に伝わるようなもんでないと、僕は限定２５０だから何とか出来る

ような部分かなと思ったりするけど、後に続くような形のものに繋がっていかないような気がす

るんですよね。そこらのことは十分検討しながら進めていただきたいと思いますけどね。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 尚且、先程３回シーズンについて配るよと表現がされていたんですが、３回に分けるのは良い

ですけども、一人に３回送る必要はないでしょうと。例えば焼酎が欲しい人は焼酎である程度良

いだろうし、あるいはじゃがいも欲しい人は、じゃがいもであったり、長芋欲しい人は、長芋で

あった方がいいだろうし、ラーメンがいい人はラーメンでって、そういう形でその人に送るのは

１回っていう形にすれば、効果的に広めるためにも２５０個限定ではあるけども、それに全部３

回合わせて２５０個って設定にしなくても逆言ったらいいじゃないですか。もう少し柔軟に、清

里町がそういう物産をトータルとして２５０人の人にやっていくっていう方法だってあるんでな

いですか。もう少しこう効果のあるような考え方をちょっと出した方いいような気がするんです

ね。２５０人に３回に分けて全部する方が良いのか、あるいは７５０個にして逆に１回ずつ広め

てやっていく方が良いのか、そんな話議会で論ずる話でないですけど、もう少し具体的にもうち

ょっと効果のあるような出し方って言いますか、緊急的に出てきたからかもしれませんけども。

例えば観光協会に任せちゃうからいいわって、そうじゃなくて、もっと根本的に一つ一つ真剣に

こう全体の中で効果の出るような歩み方を本当にしてほしいなと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然いろんな御意見を参考にしながら、事業を進めてまいりたいと思っておりますので今回が
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１回ぽっきりということは無いというふうに考えておりますので、これをふるさと会会員からま

ず全国に広めていく方向性を持っておりますので、いろんなご意見を伺いながら事に当たってい

きたいというふうに思っております。 

今回のこの事業につきましても、伺った御意見を参考に出来るものは、参考にしてまいりたい

というふうに思っています。決してこれがコンプリートだと思っておりませんので、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。 

 

○加藤委員 

 この事業を今回取り組んでいく中で手をつけることはいいけども、果たしてそこからそのあた

りもどうなのかまで含めて、私は検討していくべき内容に、いつするのかなというふうに思いま

すけど。 

 

○畠山委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 この話されている、ふるさと名物商品事業。これについて基本的には、観光協会にＰＲ。そし

て名物商品の販売。それら全部一括して観光協会にふるさと名物商品というその中身についても

観光協会にお任せでやるっていうこと。 

 

○総務課長 

 基本的には焼酎を中心としてというお願いはしたいと思います。それ以外については観光協会

の考え方と町と協議しながら進めていきたいというふうに思っております。決してすべて中身の

丸投げということではないと理解願います。 

 

○畠山委員長 

はい、田中委員。 

 

○田中委員 

焼酎がメインということでそのほかに、四季のさっき言った長芋だとか玉葱だとかそういった

部分も考えられると。それはこれから町との協議でということですね。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。他。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ３ページの神の子池の外周整備事業にちょっとお伺いしたいんですが、事業費は２千７８８万
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６千円と、そのうち国庫支出金が１千４７８万円で、大体２千８００万かかるんですけども、こ

れを読んでいると、木道などを設置するというふうに書いてあるんですけども、年間神の子池っ

ていうところは大体５、６万人ぐらいですか、観光客が訪れて我が町の観光としては第１位だと

思うんですよ。それと桜の滝とか斜里岳とかいろいろあるんですけども。これ２千８００万かけ

るんであれば、いつも神の子池のネットもそうなんですけど、画像を見ると常に一定の同じレベ

ルから見た画像が多い。ここが一番うちの町のメインの観光場所とするならば、何万人も来てい

る人たちが、あ、凄いな。もっと凄いんだなというふうな感覚、ただ平面的に見るための木道を

整備するばかりではなく、違う観点から上から見るとかそういった発想を、ちょっともう一度考

え直してみてはどうかなと私思うんですよ。木道整備してこうやって書かれているとおり、例え

ばハンディキャップを持っている人のこととか、それもすごく良いことだと思うんですけども、

もうちょっとこう上から見えるようなことか。なんかすばらしく見えるようななんて言うんだろ

う企画って無いものなのかなというふうに漠然と思ったんですけども。２千８００万かけるって

いうことであれば、そんなに害な工事はできないのかもしれないんですけどね。やっぱり神の子

池をメジャーにするためには、もうちょっと視点を変えてみてはどうかなと私思うんですよ。こ

れ緊急の先行型でやっていることですから、時間もないというのかわかるんですけども、もう一

度ゼロベースで神の子池というのを考え直してみてはどうかなというふうに私は思ったんですけ

ど、その点いかがですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 神の子池の観光地としての観光資源としてのあり方についての話になるのかなというふうに思

っておりますが、基本的にはこの外周の園路の整備につきましては、今外周をそのまま踏み荒ら

されて、あの景観自体が、これから消滅してしまう危険性、危惧から木道を外周にと言うことで

ございます。その神の子池の観光資源としての存在なり、あり方なりを根本的に考えるとなどに

ついては、またこの整備事業とは違った観点で考えるべきなのかと考えております。また委員の

園路の発想について、非常に斬新な発想なんですが、おっしゃるとおり、その方向水面の湖面の

上から眺めるという部分の整備につきましては、かなりの額がかかってしまうだとか思うんで、

この金額ではなかなかできないのかなと思っております。お考えについては十分理解できます。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 当然ね、２千７００万で大した工事は出来ないのかなというふうに思いますけども、こういっ

た事業をやるときにしか普段考えてどうのこうのってなかなかならないと思うので、うちの町を

どういうふうにしていくかということをやっぱり全体的に考えた時にこういった整備案っていう

のをもう一度機会があれば役場職員ばかりでなくて、それこそ総合計画の委員とかもたくさんい

るわけですから、そうした人たちと会議を持って、うちの神の子池をこれからどうするんだとい
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うテーマを作ってやっていただけるように進めていただきたいなというふうに私は思いますよ。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 当然これも神の子池、さくらの滝等々の整備が来年度以降出てくるのかというふうに思ってお

りますので、町民の方々の意見をですね。参考にしながら進めていくと所管担当のセクションに

も伝えながら取り組んでいきたいと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、ご

理解願います。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 例は違うんですけど、旭山動物園が潰れそうになったときに、発想の転換で今に至っているっ

ていう経緯、皆さん知っていると思うんですよね。そういうことを考えたときに、やはり今は毎

年何万人も来ていますけども、どんどんどんどんこれが衰退化して減少していくようなことにな

らないように、アイデアを出しながらやっていただきたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 他。なければ次に移ってよろしいでしょうか。それでは続いて、③お願いいたします。 

はい、課長。 

 

○総務課長 

 ３番目につきましては、３月定例会に提案いたします実行補正の関係でございます。担当より

申し上げます。 

 

○畠山委員長 

 はい、泉井君。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは私の方から、平成２６年度一般会計補正予算第８号の概要につきまして、ご説明いた

します。今回の補正につきましては、実行予算に基づき、事務事業の施行に伴う不用額を減額し

たもの、また今後必要、若しくは不足が見込まれるものの追加補正、さらには特別会計の繰出金

調整などを行うものであります。資料６ページをお開き願います。こちらには各款ごとの補正額

の全体額について掲載しており、表の右側の主な内容欄につきましては主に１００万以上のもの

を１部抜粋して掲載しております。 

はじめに歳出よりご説明いたします。最初に総務費につきまして、国の緊急経済対策の地方創

成先行型事業として、地方人口ビジョン及び地方総合戦略策定委託事業９７２万円。それと神の
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子池外周園路整備事業２千７８８万６千円。清里特産品販路拡大事業４５０万円ということで、

それぞれ増額となってございます。その他再生可能エネルギー導入促進事業４７０万４千円の減

額、寄附金積立１０９万円の増額。町有林新植事業４４５万９千円の減額などとなっております。

総務費の補正額の合計は、２千５４８万９千円の増額となってございます。 

続きまして民生費ですが、補正の主な内容としましては、事業の確定によります減額と臨時福

祉給付金事業４７９万円の減額。障害者生活支援事業６９８万７千円の減額。介護保険事業特別

会計繰出金３７６万８千円の増額等でございます。民生費全体での補正額は、８０１万６千円の

減額となっております。 

続きまして衛生費ですが、ミニドック事業２００万円の減額。予防接種事業３００万円の減額。

乳幼児等医療費扶助事業２１５万円の減額。国民健康保険事業特別会計繰出金につきましては、

２７７万円の増額。清掃センター長寿命化改修事業については、５９３万５千円の減額。これら

が主な内容となってございます。衛生費全体では１千２７４万２千円の減額となってございます。 

続きまして、農林水産業費の補正額の合計につきましては、３千６６３万３千円の減額であり

まして、主な内容としましては、国営造成土地改良施設整備事業１０２万６千円の減額。道営農

地整備事業負担金で２千５５３万８千円の減額などとなっております。商工費ですが、補正額の

合計につきましては５３２万３千円の減額であります。店舗改修事業補助２３６万８千円の減額。

住宅リフォーム促進事業３５２万８千円の減額などとなっております。 

土木費につきましては、３千２２４万２千円の減額補正であります。主な内容としましては、

４線道路改修事業３千３８万８千円の減額。道路維持保守事業１６４万３千円の減額などでござ

います。 

消防費につきましては、１７９万４千円の減額でありまして、斜里地区消防組合清里分署負担

金を増額補正するものであります。 

教育費につきましては、町民プール解体事業２０８万８千円の減額。給食センター調理器具管

理事業１０３万４千円の減額。幼稚園就園奨励費補助事業１００万円の増額などとなっておりま

して、教育費補正額の合計は１０３万３千円の増額補正となってございます。歳出の現計予算額

５０億３千８７９万７千円に対しまして、補正額７千２２万８千円の減額。補正後の予算額は、

４９億６千８５６万９千円でございます。なお総務費の地方創生先行型事業総合戦略策定と、神

の子池外周園路整備、特産品販路拡大の事業につきましては、先ほど主幹の方から御説明しまし

たとおり、平成２７年度に事業繰越して実施していくというふうになります。 

続きまして、歳入をご説明いたします。まず、町税でございますが、１千８３５万２千円の増

額補正になってございます。内訳としましては、個人町民税１７０万円の減額。法人町民税２０

０万円の増額。固定資産税１千６４０万円の増額。国有資産等所在市町村交付金２４万８千円の

減額、軽自動車税３０万円の増額、町たばこ税１３０万円の増額。入湯税３０万円の増額となっ

てございます。 

続きまして、地方譲与税ですが、自動車重量譲与税１千万円の減額、利子割交付金につきまし

ては、１５万円の減額。地方特例交付金につきましては３５万２千円の増額。交通安全対策特別

交付金につきましては、３０万円の減額になってございます。 

分担金及び負担金ですが、１０８万９千円の減額でございまして、団体営土地改良事業負担分

担金１万９千円の減額、清里地区道営農地整備事業分担金４６万８千円の減額などが主なものと

なってございます。 
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使用料及び手数料につきましては、１５０万６千円の減額でございまして、町営住宅使用料１

３０万６千円の減額、特別賃貸住宅使用料３２万７千円の減額などとなっております。 

国庫支出金につきましては、地方創生先行型交付金２千９００万円の増額、住宅介護給付費負

担金が１９７万４千円の減額、社会資本整備総合交付金、こちら道路、橋梁分ですが、１千９８

５万７千円の減額。がんばれ地域交付金２７５万８千円の減額などとなっておりまして、国庫支

出金の補正額は、１千５８万７千円となってございます。 

続きまして、道支出金ですが、施設介護給付費負担金４３３万９千円の減額、保険基盤安定負

担金１６５万９千円の増額、保育緊急確保事業費、道補助金２５０万８千円の増額などとなって

おりまして、道負担金の補正額の合計は１千２６４万１千円となっております。 

続いて財産収入ですが、補正額１千７７０万円でありまして、主な内容としては、立木の売払

い収入の減ということでございます。 

繰入金につきましては、６０８万１千円でありまして、林野基金の繰入金でございます。 

諸収入につきましては、介護報酬２千６１４万４千円の減額、農業者年金業務委託手数料５５

万１千円の減額などでありまして、合計１千９９６万８千円の減額補正となっております。 

町債につきましては、事業執行にともなう整理を行ってまいりますが、臨時財政対策債７１０

万円の増額、清掃センター長寿命化、５５０万円の増額、農道保全３０万円の減額、道営農地整

備事業１千９０万円の減額、道路橋梁１千１００万円の減額など、合計１千万円の減額となって

おります。歳入の現計予算５０億３千８７９万７千円から補正額７千２２万８千円を減額しまし

て、補正後の予算額は４９億６千８５６万９千円なります。以上が平成２６年度一般会計補正予

算、第８号の概要となってございます。 

続きまして、次のページになります。８号補正の主だった事業につきましてご説明いたします。

表の上段３本の事業につきましては、国の緊急経済対策の地方創成先行型の事業でありまして、

この部分につきましては、前段主幹よりご説明しましたので、財源内訳のみご説明いたします。 

地方人口ビジョン及び地方総合戦略策定委託事業につきましては、事業費９７２万円で全て国

庫支出金でございます。２番目の神の子池外周園路整備事業につきましては、事業費２千７８８

万６千円で１千４７８万円が、国庫支出金。残り１千３１０万６千円が一般財源であります。３

番目、清里特産品販路拡大事業ですが、事業費４５０万円。すべて国庫支出金であります。 

上から４番目、４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費国民健康保険事業特別会計

繰出事業でございますが、国民健康保険事業特別会計の安定的な運営を図るため繰り出しを行う

ものであります。事業費につきましては、２７７万円でありまして、財源の内訳としましては、

国庫支出金５９万７千円の増額、道支出金１７３万１千円の増額、残り４４万２千円が一般財源

なってございます。 

続きまして、６款商工費、１項商工費、１目商工振興費住宅リフォーム促進事業でございます

が、住宅リフォーム者数減いうことで減額補正するものであります。補正額は３５２万８千円の

減額で、すべて一般財源であります。で最後に９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費幼稚

園就園奨励費補助事業であります。こちらは対象者対象園児数増ということで１００万円増額す

るものであります。財源内訳としましては、国庫支出金が２９万４千円、残り７０万６千円が一

般財源であります。以上が８号補正の内容でありまして、３月定例会に提案させていただきたい

と思います。私からの説明は以上であります。 
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○畠山委員長 

 只今、平成２６度一般会計補正予算８号の概要について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か。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 歳入の関係の財産収入の関係の立木売払い収入のこの１千７００万の減はどういう形で発生さ

れたのかだけ。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 これにつきまして、ちょっと原課と協議しなきゃいけないんですが、財源を振り替えて、今回

一山幾らでやった部分がございます。調べてまいりますので、また報告申し上げます。 

 

○畠山委員長 

 あと他。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 歳出の総務費の中で再生可能エネルギー導入促進事業で、４７０万４千円減になっているんで

すけども、これはどういった。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 工事の入札の執行残でございますので、工事代金がそこまでかからなかったという。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい。なければ次いいですか。お願いします。 

 

○総務課長 

 では続きまして、４番、５番の２７年度当初予算の概要及びそれにまつわる総務課所管分の予

算の関係、主要事業の関係説明させていただきます。平成２７年度の予算編成概要でございます。

２７年度の特別会計を含む予算総額につきましては、歳入歳出それぞれ５６億２千１４万円とな

っております。前年対比１千８４万５千円の減となっております。一般会計につきましては４０

億２千１００万円でございまして、前年対比１億５千３００万円の減となっております。御案内

のとおり、平成２７年度は、統一地方選挙の年でありまして、政策的事業予算は６月以降の補正

予算対応となります。今回の予算編成につきましては、基本方針として、１つは５次の総合計画。

これを基本理念とし、第２に住民協働。第３には国の政策への的確な対応と地方創生等々関係ご
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ざいますんで、的確な対応、それから第４に健全財政の堅持。これを掲げております。 

９ページをご覧ください。歳入の概要でございます。依存財源であります地方交付税につきま

しては、地方財政計画において出口ベースは０．８％の減ということでありますので、当初前年

当初予算との対比では２億３千１００万円の減であります２１億６千７００万としております。

決算ベースを鑑みますと、最低でも２３億円台はキープできるのかなと思いますが、６月補正に

あたりましての保有財源といったことも考えております。国庫支出金、道支出金につきましては、

制度改正、道路橋梁関係の社会資本整備交付金や道費につきましても多面的機能支払交付金事業

に若干の増となっております。自主財源であります町税につきましては、農業以外の各産業につ

いては、なかなか景況感は回復しない状況でありまして、前年同額で計上させていただいており

ます。 

１０ページをお開きください。歳出の概要でございます。課目別に説明申し上げます。増減の

主な大きな科目のみ説明を申し上げたいと思います。 

総務費につきましては、前年対比１億３千２６万円の減となっております。職員給与費および

戸籍住民登録の戸籍電算化事業が終わったといったことが主な原因です。 

衛生費につきましては、前年対比１千７２０万１千円の増でありまして、清掃センター長寿命

化事業が継続事業でありますが、主な要因と考えております。 

農林水産業費、商工費、土木費の減につきましては、記載の事業等の６月補正で予算提案とい

うことになりますので、減ということになっております。 

消防費につきましては、２７年度で簡潔する消防無線デジタル化事業が増の主な要因となって

おります。 

教育費につきましては、町民プールの外構整備が当初予算に計上されてますんで増額の主要因

となっております。 

１１ページをお開きください。１１ページ以降は、各科目の当初予算計上の主な事業でありま

す。すべて人権費等の義務的経費法改正による必須事業、あるいはまた継続事業でございます。

政策事業が６月以降の補正予算対応となっております。各科目の主な事業のみ説明させていただ

きます。議会費につきましては、議員共済会負担金１千３０７万２千円となっております。総務

費につきましては、社会保障税番号制度システム導入いわゆるマイナンバー制度の導入に係りま

す。住民記録システムから、人事給与システムまでのシステムの改修が主な内容となっておりま

す。また道路防犯灯道路防犯灯のＬＥＤ化事業につきましては、３カ年計画の２年目でありまし

て、羽衣町地区２２３基、水元町・新町地区２７基の計画であります。地域おこし協力隊事業に

つきましても隊員２名分の人件費、及び活動費となっております。民生費、社会福祉協議会補助

につきましては、社会福祉法人、補助交付要綱に基づきまして社会福祉専門員の全額事務局職員

の４分の３の人権費を補助するものであります。介護保険特別会計給付費拠出金事業につきまし

ては、介護給付の給付費の１２．５％他地域支援事務費、それぞれルールに基づいて拠出するも

のであります。衛生費につきましては、各検診予防検診に対する予算計上を行うとともに救急医

療体制づくり、そして網走医師会、斜里国保、小清水日赤これらへの委託料を措置する経費であ

ります。清掃センター長寿命化改修工事につきましては、５カ年計画の３年目の事業となってお

ります。 

１２ページをお開きください。農林水産業費につきましては、多面的機能支払交付金事業。こ

れにつきましては、昨年度までは事業名は農地、水保全支払事業でありましたが、２７年度より
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法制化され、市町村から各組織に一括交付する制度変更があったところでございます。一般財源

については４８４万１千円であり、特定財源１千４３３万５千円となります。その他は継続事業

でありまして、説明は省略させていただきます。商工費、土木費につきましては、継続事業が主

な内容であります。教育費につきましては、各学校を結ぶ校務用サーバー機の更新、給食センタ

ー自動洗米炊飯器、学習センター中央簡易装置更新、町民プール外構整備が主な内容であります。

なお、各科目の主要事業費につきましては、この後、各課より説明がございますので、よろしく

お願いします。 

また１４ページにつきましては、総務課所管の主要事業調べでございます。先ほどご説明申し

上げました、社会保障税番号制度のシステム導入の関係それから継続であります公債備品の管理

事業６６万６千円。それから先ほど説明申し上げました地域おこし協力隊、それから継続事業で

あります空き家バンクふるさと応援事業、これらに主な事業とする予算を計上させていただいて

おります。以上で、２７年度の予算の概要について説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ただいま平成２７年度一般会計補正予算の概要それから総務課所管分説明をいただきました。

これらについて何かございますか。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 １１ページの予算の内容の中で総務費の町有林除間伐工事面積はどれぐらいですか。 

 

○総務課長 

 今調べて後で。先ほどの１千７０７万円の減額の関係でありますが、これにつきましてはすべ

て林野基金これに積みましたとありますんで、この財産収入からは減額させていただきまして、

林野基金に積みましたということでありますので、ご理解願います。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと戻りますけど、今のやつということは当初はそういう説明していませんでしたよね。

基立木伐採については、いきなりそこにあげてあって、これ町長の考え方なのかどうなのかしま

せんが、林野基金はありますけども、昨年までの考え方の中ではそういう考えはありませんと。

ふるさと納税関係のその一般基金。その関係で対応していきますと、こういう形でやってきたん

ですが。今回、林野基金に積むっていうふうになった経緯はどういう形で、そういう形になった

んですか。 

 

○総務課長 

 はい。お恥ずかしい話ですが、これにつきましては、産業課林政の方での対応となっています

ので、後程その部分についてはお答えできるような形をとっていきたいというふうに思っており

ます。 
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○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 財政的な問題の基本的には、私はある立場の中から、基本的には林野基金がありながらどうい

う体制をとっているんだと。こういう形で言っていたわけですが、ここの部分の中で好ましい方

法に戻って良いと思うんですが。ただこの最後にきて、補正の段階でただ、ポンと減額という、

これ重要な案件だと思うんです、私は。財産の処理にあたって、一般会計に入れること無く、４

０年、６０年、７０年前の財産をきちっと林野基金の中に積みます。これ当然の行為なんですが、

これを単純に説明なしでやるって行為は余りにも不適切。一言だけつけ加えておきます。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 説明が不十分であった部分につきましては、ご指摘のとおりだと思います。心に受け止めたい

というふうに思っております。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 先ほど御質問の除間伐事業の面積の関係でございます。まず江南の１２林班でありますけども、

１３．５６ｈヘクタールでございます。さらに向陽の５林班でございますけども、３．９２。カ

ラマツの５２年。それから江南の１２林班ございます。けれども赤エゾ松１．７２ヘクタール。

それから青葉１８林班でありますけども、除伐でありますけども、約２ヘクタールという部分に

なってございます。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○田中委員 

 ２２兆ということで、来年度進んでいくということなんですけど、今後この町有林は、かなり

の面積を抱えている訳でありまして、これについてはこの間伐だけの面積間伐と除伐と分けると

どの程度。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 間伐が約１９ヘクタール、除伐が６ヘクタールぐらいです。 

 

○畠山委員長 

 はい。 
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○田中委員 

 今後こういった間伐、除伐、除間伐については、この程度の面積で進んでいくということで、

来年度だけがこういう面積なのかそこらへんちょっと。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 恥をさらすようですが、これにつきましては、町有財産で総務費ですが、実質事務は、林政の

方で担当しておりまして申し訳ございません、そのへんは林野森林整備計画ですか。これに基づ

いてやっていると思いますが、私どもがご答弁できるのは、今この程度でございますんでご了承

願いたいと。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。それでは他なし。なければこれで終わりますがよろしいでしょうか。それでは終

らさせていただきます。どうもご苦労様です。生涯教育課３点ございます。１点ずつひとつ説明

をお願いします。課長。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課からは３点について説明させていただきます。まず１点目、平成２７年度一般会計

当初予算、主要政策事業生涯教育課所管分でございますけども、これにつきましては、学校教育、

社会教育それぞれ担当から説明させていただきます。 

 

○畠山委員長 

 委員長。はい。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは平成２７年度一般会計当初予算生涯教育課につきまして、主要政策について御説明を

させていただきます。私の方から学校教育グループについて御説明をしたいと思います。 

１５ページをお開きください。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会の教育支援専門員

配置事業でございますけれども、継続事業としまして、本町の学校教育、社会教育の充実、生涯

教育及び子育て支援の推進を図るため教育支援専門員を１名配置するもので、人件費分２８４万

３千円を計上するものでございます。財源は全額一般財源となります。続きまして９款教育費、

１項教育総務費、２目教育諸費の遠距離通学バス業務委託事業も継続事業で、上斜里、江南、緑、

札弦方面から中学校へ通学する生徒の交通手段の確保と新栄小江南小の閉校に伴う児童の通学手

段としてバス運行の経費の委託となります。なお同便につきましては、清里高校も利用している

ものでありまして、さらに一般の乗合としまして町内一律２００円で乗車するものとなってござ

います。平成２７年度からの新たなバス運賃制度によります経費を考慮しまして総額２千２７４

万９千円を計上するものでございます。財源として、国庫支出金の遠距離通学費補助金が１００

万７千円。残り２千１７４万２千円が一般財源となります。 
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続きまして、９款教育費、１項教育総務費２目の教育諸費の清里高等学校総合支援対策事業も

継続事業で現在あります、清里高校総合支援対策事業実施要綱の対象年次が平成２６年度で切れ

ることから２７年度からの継続延長のための要綱改正を行い、現在補助対象としております高体

連等の必要経費、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及び入学支

度金に関する補助の項目について総額８６７万４千円を計上するものでございます。財源につき

ましては全額一般財源となります。なお新たな高校支援対策事業によります制度見直しにつきま

しては２７年度検討を行いまして、２８年度からの小清水高校募集停止に伴う対策を含めまして、

今後委員会とも協議を行ってまいりたいと考えてございます。 

続きまして、９款教育費、２項小学校費、３項中学校費の１目学校管理費におきます臨時教職

員配置事業も継続事業でございます。今回特別支援教育支援員の配置としまして、清里小学校の

主に低学年の児童で、個別の支援が必要な児童への対策強化ということで、２名分の配置、４０

２万５千円。清里中学校での特別支援学級生徒の増加に対応しまして、個別の支援体制を強化す

るための配置で１名分２０１万３千円。また道費負担職員が現在配置されないと思われる緑町小

学校につきまして、臨時の事務職員１名を配置するため、１１９万６千円。合計７２３万４千円

を計上するものでございます。財源は全額一般財源となります。 

続きまして、９款教育費、２項小学校費、２目教育諸費の小学校サーバー機器更新は、新規で

ございますが、町内小学校のホーム用サーバーに搭載されてございます基本ＯＳの保守サポート

が、本２７年７月で終了することからサーバー機器及びソフトウエアライセンスを更新するため

の経費でありまして、サーバー機器等３個分クライアント８２台分ということで統計５２８万２

千円を計上するものでございます。財源につきましては、全額一般財源となります。 

続きまして、９款教育費、５項保健体育費、５目学校給食センター費では継続事業でございま

すが、小中学校、保育所、幼稚園の園児の児童生徒に栄養バランスのとれた給食の調理提供を行

うとともに、地場産の食材を使用し、地産地消を推進してまいりたいと思っています。賄材料費

の２千４４２万６千円。調理業務委託料２千１０６万円を含めまして、総額４千５７３万５千円

を計上するものでございます。財源としましては、給食費負担金が２千５６万円。残り２千５１

７万５千円が一般財源となります。なお調理業務につきましては、平成２６年度で３年間の長期

契約が終了することから、昨年１２月に次期契約に向けて債務負担行為の予算議決をいただきま

して、１月２９日、２７年度からの３ヵ年の長期業務委託についての入札を実施しました。結果

としまして、現在シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社が委託業者ですが、新たに株式

会社共立メンテナンスと長期業務委託を契約することとなりました。現在４月からの引継ぎがス

ムーズに進むよう現在の調理作業員の継続雇用も含めて両者間との手続きを進めているところで

ございます。 

続きまして、９款教育費、５項保健体育費、５目学校給食センター費の給食センター自動洗米

器、炊飯器購入事業でございますが、老朽化しました大型調理備品を更新し、調理の効率化と作

業環境の安全性を補充するものでありまして、炊飯器３台洗米器１台の更新及び撤去費用等にか

かる費用含めまして総額４２０万２千円を補助するものでございます。財源につきましては、全

額一般財源となります。以上、学校教育分でございます。続きまして社会教育分の説明でござい

ます。 
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○畠山委員長 

 はい。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 それでは１６ページ目をご覧ください。９款・４項・１目第８次清里町社会教育中期計画策定

事業でございます。町民の主体、学習、文化、スポーツ活動を推進するため、第８次となる社会

教育の中期計画策定に要する経費を計上するものでございます。計画期間につきましては、平成

２８年度から平成３２年度までの５カ年間となります。経費につきましては、策定委員に係る報

酬５２万５千円。交通費等の費用弁償６万円、計画書の印刷製本費２１万６千円。合計８０万１

千円となります。財源につきましては一般財源となります。 

続きまして、スポーツ文化施設管理運営事業でございます。図書館、トレーニングセンター、

町民プール、緑スキー場などの管理業務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

をするものでございます。経費につきましては管理業務委託料といたしまして２千６４６万４千

円。財源につきましては、一般財源となります。 

続きまして、外国人英語指導業務委託事業でございます。未就学児童から、小、中、高校生な

ど、本町の子どもたちの英語力の向上を図るため、外国人英語指導業務につきまして業務委託を

行うものでございます。経費につきましては業務委託料４７０万円。財源につきましては一般財

源となります。 

続きまして、２目生涯教育費、学童保育事業でございます。就労等により、保護者が昼間家庭

におられない児童を対象に、放課後や長期休業中の適切な保育を行いまして、児童の健全育成を

図るものでございます。なお、平成２７年度より対象年齢が小学校６年生までに拡大がされてお

ります。経費につきましては、指導員５名分の人件費６４８万７千円、普通旅費４万８千円、需

用費、役務費その他を含めまして、合計７４８万５千円となります。財源につきましては、道支

出金といたしまして、放課後児童健全育成事業補助金２１７万５千円その他といたしまして、保

護者からの負担金、学童保育料１０８万円。一般財源４２３万円となります。 

続きまして、３目生涯学習総合センター費、学習センター空調中央監視設備更新事業でござい

ます。学習センター内の空調整備をしているコントローラーの経年劣化による更新を行いまして、

施設の適正な温度管理を行うものでございます。経費につきましては、設備更新に伴う修繕料７

４５万２千円。財源につきましては、一般財源でございます。１７ページをご覧ください。５項

１目健康づくり総合対策事業でございます。第５次総合計画重点プロジェクト事業健康づくり総

合対策事業の具体策として、学習健康づくり教室講座を実施するものでございます。経費につき

ましては、スポーツトレーニング教室やフィットネス講座、また平成２７年度から共用開始とな

ります、町民プールを活用しました各種スイミング、水中運動教室開催にかかる講師謝金１０７

万円。財源につきましては、一般財源でございます。 

続きまして、３目町民プール管理運営事業でございます。平成２７年５月に供用開始となりま

す町民プールの維持管理を行うものでございます。なお、営業期間につきましては、５月から１

０月まで６カ月間を予定しております。経費につきましては、設備管理薬品等の消耗品２０万７

千円。暖房、給湯、プール保温等に係る燃料費１１６万５千円。上下水道、電気料の光熱水費２

７２万３千円。修繕料５万円。電話、火災保険料等役務費４６万。その他水質検査委託料等２３

万３千円、合計４８５万５千円。財源につきましては、一般財源でございます。 
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続きまして、３目町民プール外構整備事業でございます。平成２７年５月に供用開始となる町

民プールの外構整備を行うものでございます。経費につきましては、工事費３千３９５万６千円。

工事内容につきましては、駐車場整備といたしまして、合計６３台分の整備アプローチ歩道、自

転車置き場、案内サイン、照明設置などを予定しております。財源内訳でございますが過疎債３

千万円。一般財源が３９５万６千円となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 私の方から１件補足をさせていただきたいと思います。１６ページ中段ほどの外国人英語指導

業務委託事業でございます。この外国人英語指導業務につきましては、従来町の臨時職員という

ことで、町が直接臨時雇用しておりました。御承知のとおり１２月に来町しました英語指導助手

でございますけども、体調を崩して４月に帰国をしてございます。その後モトエカの友好協会、

それから今までおりました英語指導助手等を通じまして、ご指導の助手について探しておりまし

たが、なかなか見つからない状況でありまして、急遽ではございますけども学校現場からも４月

からの外国人英語講師の派遣等の要望等も含めまして、英語教育の推進を図るべく東京に本社が

あります株式会社インタラックに、業務を委託を行い、事業を進めたいと思っているところでご

ざいます。同社につきましては、北海道では２６の教育委員会に７３名のＡＥＴを派遣し、指導

業務を行っております。近隣では小清水町でもこの業務を行っているところでございます。先ほ

ど言った通りなかなか直接探す指導助手が見つからないということで、今回このような措置をと

らせていただきたいというふうに思っております。なお今後も過去に留学生としてこられた方も

おりますので、引き続きモトエカと連絡をとりまして、また町雇用も含めて探しながら進めてい

きたいと思います。今回、このような形で委託ということで進めさせていただきたいというふう

に思います。以上、補足とさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 はい。ただ今平成２７年度一般当初予算主要施策事業調べと生涯教育課所管分説明をいただき

ました。何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 １５ページの方ですね、上から２段目の教育費、教育総務費について。ちょっとこれ参考まで

にということで聞きたいんですけども、遠距離通学のバスですけども、これ子どもばかりでなく

町民の方も１回２００円ということだけども、年間どのぐらいの人数が乗っていて、収入はどの

ぐらいあるのか、ちょっと参考までにお伺いしたいなと思うんですけどもわかりますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○生涯教育課長 

 ちょっと手元に古い資料しか無いんですけども、２３年度におきましては、一般、緑線が６名、

上斜里線が９名の１５名。運賃については３千円。２４年度につきましては、緑線が０名、上斜

里江南線が２人ということで４００円でございました。２５年度もですね非常に少ない乗車にな

ったというふうに記憶をしております。資料が無くて申し訳ございません。 

 

○池下委員 

 非常に少ないんだなと。これやはりあれですか。時間的な問題ですか。例えば朝通学時、また

下校時ということで、中間がないっていうことで、なかなか町民の方も乗りづらいのか。車社会

なんでそういう傾向があるかなというふうに思いますけども、２５年も後で、もしわかれば。そ

れと下から２段目。給食センター費関することですけども、これ小学校保育所幼稚園の児童に給

食ということもですけども、保育所はたしか保育所だけで、炊事しているのでは。 

 

○生涯教育課長 

 保育所について、１歳６カ月未満の子供に対してですね。自賄いで調理をやっておりまして、

その他の園児についてはセンターの方で給食を提供してございます。 

 

○池下委員 

 未満児に対してだけはそこでやっているってことは、これ別会計でしたら出しているというこ

とですね。 

 

○生涯教育課長 

 そちらの未満児の給食については、保健福祉課の方の予算のほうで保育所費だと思いますけれ

ども、そちらの方で調理人の雇用も含めて、賄材料費やっております。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 

 

○田中委員 

 １５ページの清里高校の入学支援金の補助これ１００万計上されているわけですけども、何名

分を想定している。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 １０名×１０万円でございます。 

 

○畠山委員長 

 田中委員。 
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○田中委員 

 新入学生の補助かと思われるんですけども、１０名ということは、所得によって制限されるの

か。1 人１０万円は。 

 

○生涯教育課長 

 現在所得に応じた要件についてはございません。入学される方、清里中学校から清里高校に入

学される方の支度金ということで１０万円です。 

 

○田中委員 

 １００万円ということなんで、１０名分ということで理解してよろしいのか。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 現行については、今１０名分ということでご理解していただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 その関連の形の中で今回１２名。この２名については町外ということなんですが、基本的に非

常に残念ながら、０．３％の倍率であってしまったという中で、明年度にかける体制が大きくこ

れからスタートを切るのかなというふうに思いますが、この１２名のうちの２名とはどこの町村

から来ているのか。そしてそれらについて、対応は。あるいは現段階で確定はしていませんから、

そういう関係の中で確定した後にそういう方向性についての考え方があるのか、そのへん含めて

ちょっと。お伺いをしたい。 

 

○生涯教育課長 

 今の１２名の内訳です。公立高等学校入試の出願状況のところで説明しようと思ったんですけ

ども、１２名の内分けとしましては、清里中学校から１０名。それから小清水中学校からの２名

の１２名となってございます。清里中学校からの１０名につきましては、支度金交付したいと思

いますけども、小清水中学校からの２名につきましては、現在２７年度入学については、特にそ

の支度金等についての検討はしてございません。そのような中で現在１２名という形になってご

ざいます。後程また説明いたしますけれども、今後２８年度小清水高校のほうが、募集停止とな

ります。その関係で、アンケート調査も含めて今後進める予定となってございますが、今年度に

つきましては、小清水高校についてはまだあるということで、小清水についても、いろいろ頑張

っている状況もあり、まだ正式には調整等を行っておりませんけど、水面化では小清水の方と連

絡をとりながら、行っているところでございます。 
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○畠山委員長 

 いいですかこの関係については。この延長上で高校の関係も出ますんで。では、②の方入って

いただきたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 それでは、生涯教育課２つ目の平成２7 年度公立高等学校入学者選抜出願状況について説明さ

せていただきます。議案の１８ページをご覧ください。 

既に新聞等で報道されておりまして、ご承知のことと思いますが、平成２７年度公立高等学校

出願状況ということで御報告をさせていただきます。資料につきましては、この議案には１月２

７日発表の公立高等学校の出願状況をつけてございますが、２月１３日金曜日でございますが、

出願状況の変更の発表がありましたので、その資料を議員皆さんの机の上に置かさせていただき

ました。先ほど出願変更の資料を配ったものをみていただきたいと思いますが、清里高校につき

まして、変更はございませんでした。オホーツク東学区の普通学科の状況でございますが、清里

高校への出願者は、募集定員４０名のところ１２名ということで倍率は０．３倍という非常に厳

しい状況となってございます。その１２名の内訳は先ほど言いましたが、清里中学校地元から１

０名、それから小清水中学校からの２名となってございます。清里中学校の３年生が３７名とい

うことで、そのうちの１０名ということで地元中学からは、約２７％の状況となってございます。

参考までに申し上げますと平成２８年度から募集停止になります小清水高校が出願変更後の見て

いただきますと、１６名。斜里高校が定員８０名、２間口のところへ６９名の志願者数となって

ございます。なお今後３月の４日、５日と入試試験が実施され、今後２次募集が予定されており、

正式には、この二次募集の結果を踏まえてということにはなりますけども、各学校ともほとんど

が定員割れの状況でありまして、清里高校への入学者が増える可能性は余り期待出来ないという

状況だと思っているところでございます。 

この清里高校への志願者は１２名。特に清里中学校から１０名だった結果、この理由というか

分析を行ったところでございますが、１つは部活動の関係でございます。野球やスケート、吹奏

楽、希望によりまして、町外の高校への志望が多かった。それからまた小さい頃とは違う環境の

下、大きなところで刺激を受けたいという本人、それから保護者の希望。それから今年度につき

ましては、南ヶ丘高校の大きな定員割れという状況が影響していると。先日、２月の１０日に開

催をいたしました清里高校の支援連携会議の中、それから中学校の校長先生等からのお話で伺い、

現状把握をしているところでございます。当初進路相談指導面接等の状況によりまして、はっき

り言いまして学力でもレベルに達していない生徒もおられ、南ヶ丘から清里高校に流れると思わ

れていたのですけども、先ほど言ったとおり南ヶ丘高校が定員割れの状況なので、こちらの方に

戻ってこなかったという状況でございます。中学校の方でもレベルが上のところだと、入学して

から苦労なり大変な思いをするというお話をしたりしておりますし、清里高校のきめ細やかな手

厚い指導等をＰＲしていただいていますが、２７年度につきましては、このような状況となりま

した。今後の対応でございますが、２８年入学者の対策につきまして、小清水高校の募集停止と

いう状況がありまして、２７年度の早い時期に協議を進めていきたいと思っております。中学校

と高校の連携を強化しまして、相互理解に基づき対策を考えて、それから生徒にとりまして、魅

力ある高校づくりのための方策を引き続き検討したいというふうに思っております。 

今後の対応策でございますけれども、２８年度以降の入学者対策の進め方でございます。先ほ
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ど言ったとおり、２月の１０日に清里高校支援連携会議。これは教育委員さん、それから中学校、

高校の校長先生、教頭先生の集まりでございまして、その中で、まず２７年度の出願状況の確認。

それから２８年度以降の入学者対策の方向性についてということで、２７年度の現状把握と分析

を行っているところでございます。その中で今後清里高校に対する支援のあり方をどうするかに

あたりまして、高校進学に対してどのように考えているかを尋ねる高校入学に関するアンケート

調査をこの選抜入学の試験終了後、３月に町内の小学校の高学年並びに中学生１、２、３年生及

びその保護者。それから小清水町の小学校の高学年並びに中学生１，２年と保護者にアンケート

調査で先ほど言ったとおり、高校進学に対する考え方を含めて、アンケート調査をしたいと思っ

ております。なおかつ中学校３年生につきましては、入学試験終了後ということでなぜ、このよ

うな進路を選んだかを含めた内容ということで調査を実施したいと思っております。その後アン

ケート結果を踏まえまして、また高校の支援連携会議を５月中旬から下旬に開催し、２８年度以

降に向けた具体的な支援策について協議を進めていきたいというふうに思っております。またそ

の後、小中高、中高の連携会議を５月これも５月下旬から９月上旬に開催し、平成２７年度の連

携強化高校支援以外の他の連携につきましても、この連携推進会議の中で共有してまいりたいと

いうふうに思います。また町議会委員会でもですね。６月以降必要に応じまして、アンケート調

査それから今後の内容について、２８年以降の具体的な支援策について、協議を進めさせていた

だきたいというふうに思っております。 

また並行して通常行っております清里高校のＰＲ活動ということで、６月から小清水、斜里、

網走へのＰＲ用パンフレットの配布ですとか、町広報によります特集記事、それから清里高校に

よる清中並びに小清水中の生徒及び保護者への説明会等実施をしていきたいというふうに思いま

す。２８年度におきましては、清里中学校３年生が、今年の３７名よりも３３名という状況にな

っております。今後この３３名が、地元の高校に進学、また他の町から清里高校に来ていただけ

るよう支援策について、みなさんと協議しながら進めていきたいと思います。以上で説明を終わ

ります。 

 

○畠山委員長 

それでは、平成２７年度公立高等学校入学者選抜出願状況についてということで、お話をいた

だきました。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今、説明があった形の中で積極的に進んでいただきたい。この１点しかないと思うんですが、

ただ２７年度におけるその１２名のうちの２名の小清水からの確定ということになった時点でそ

の対応は何か考えているのか。その辺についてどうですか。 

 

○生涯教育課長 

 その小清水からの２名については今のところ考えておりません。 

 

○加藤委員 

 基本的には２８年度から募集停止だとそれで２８年度から向かって前進してきますよとこうい

うことはよく理解ができるわけですが、現実としてその前段で、小清水高校が定員募集をしてい
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るにもかかわらず、２名の方が来てくれていることは、これ入学してからいろんなその気持ちの

中で来てくれたことの参考意見は非常に貴重になっていくのかなと思うわけです。２８年度から

小清水の生徒を１人でも多く、あるいは清里高校に魅力ある形にしていく中では、その二人の役

割は、非常に私は大きくなるんだろうと。そういう中では、清里入学時の一人１０万円は、清里

中学から清里高校へ入学する人の支度金ですよとこういう形で進めてきた１つの展開。その前は

清里高校存続にかかわる支援として行ってきた形もあったと思う。そういう中ではここへ来て定

数が大きく割れてしまった現実の中では、逆を言うと、その支援策の見直しも同時にしていかな

くてはならない。そういう現状の中で先頭を切って来てくれた２名に対して何らかの形で、私は、

４月の時点で早急に入学が決まった時点で早期に６月の定例会ぐらいまでにいろんな方法の支援

策を検討して、提案すべきというふうに私は考えます。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○生涯教育課長 

 現在先ほど言ったとおり、２名については、今のところ、昨年秋以降、教育長等が小清水の方

に行きまして、学校等で清里高校への水面下でＰＲも含めて行っておりましたが、２名でござい

ました。 

今委員から御提案ありました２名に対する支援策につきましては、今後検討させていただきた

いと思いますが、本当に今言いましたとおり２名が来ていただいたということはすごい大きな意

味があるかなというふうに思っています。今後この２名につきまして引き続き、２８年度以降も

来ていただける体制がとれればいいかなというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員 

 

○加藤委員 

 是非ですね。内容は２８年度と違っていいと思うんです。２７年度単独の支援であっても結構

だと思うんで、そのことについては十分な協議をぜひされていただきたいと。それと先ほど言わ

れました全体的にはオーケーで進めていただきたいんですけども、先の政策の中でアンケート関

係を取るのを清里小清水という形があったんです。そういう形に限定をしないで、可能であれば

もう少し広くのアンケートの取り方っていうことをしていく方がいい。清里高校が清里・小清水

のためにあるここじゃなくてやっぱり広く、この南網走キャンバス校としても位置付けされて、

いろんな角度の中からほかの町村、アンケートの提出はだめなんですよって、言われてしまえば

これ問題ですけども、そういうことがないとすれば、いろんな形で可能な限りそういう対応をと

っていただきたいなとこのように思います。 

 

○生涯教育課長 

 アンケート調査につきましては、まず地元の中学校からの地元の進学率ということを、地元子

供たちがどのような考え、保護者がどのようなことを考えるかということで、まず進めたいと思
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っております。それから小清水の関係につきましては、思っているとおり２８年度からの皆さん

御承知かと思いますが、募集停止がありますので、まず小清水につきまして小清水からどうやっ

たら清里高校来ていただけるかということを含めた内容のアンケート調査にしていきたいという

ことで、まずそこで実施をさせていただきたいなというふうに思ってございます。またその他の

高校につきましても当然今まで過去には斜里からも生徒もおりますし網走からも来られました。

どういう形でできるかわかりませんけども他の地域についても、調査ができるかわかりませんが

実態ニーズ把握等でできるような形の検討をしていきたいと思っております。 

 

○池下委員 

 今の点でちょっと聞きたいんです。数年前から清里高校は１年生になると全員外国に行ってい

ますよね。これ例えば斜里から来ている子も網走から来ている子もそこで分け隔てなく連れてっ

て勉強していると。やはりこういったね。うちの町の高校も人数が減ってくるとなくなるという

危機感を持った時に、今加藤委員からも話が出たとおり６月の補正予算で考えて欲しいという話

でしたけれども、私は、もうこういった事態に将来清里高校がなくならないためにも、当初予算

でしっかりと出して対応していくべきだと思うんですよ。あとでやっぱり清里高校無くなったよ

ねとそういうことじゃなく、前段からみんなが努力して、わけ隔てなく応援していくっていうふ

うなスタイルをとらないと。清里高校に清里中学ばかり生徒が実際にこれってほんとに３７名い

る中１０名しかいない。ほんとに寂しい状況でだけど、今言ったように、小清水からまだ募集停

止やっていないにもかかわらず来てくれるというふうに対して父兄の人たちもこうやって町で支

援してくれているかってこともやっぱり話しが出ると思うんですよね。もうこれはもうだから私

は速急に今１０名分で１００万出ていますが、これは変更して１２名いるのだったら１２０万。

こう予算づけをしていた方が、清里高校受験してくれる子に対して、清里の町はしっかりと考え

てくれているんだなという思いが絶対あると思うんで、これはもう一度考えてもらいたいなとい

うふうに私は思います。 

 

○生涯教育課長 

 池下委員のご意見につきましては、今後検討させていただきたいと思います。あの入学支度金

につきまして平成２１年からでしょうか。南ヶ丘のキャンパス校となりました。その後いろんな

支援策を行ってきたところキャンパス校５月１日の生徒との数がですね。２０人とかそういうよ

うな形もありましたので、地元ごとの進学がこの支度金につきましては、当初行ったときには、

地元からの進学率をあける目的で始まった支度金ということで、まずそこは御理解いただきたい

と思いますが、今現状も変わっておりますので、色々なことを含めまして検討させていただきた

いと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○池下委員 

 やはり状況というのは毎年変わるんですよ。そういった中で余り固定した考えじゃなくて、そ

の辺はやっぱりその臨機応変に物事を考えてやっぱり存続するということを大前提に考えていか
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なければならない。斜里とか小清水とか網走とか来ていた子たちだってやはりうちの町は支援し

てきたという例があるわけですから、私はこんな大きな金額じゃないんであれば、やっぱりしっ

かりと対応していった方がいいと思いますよ。以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい。田中委員。 

 

○田中委員 

 私もそんなふうに考えるわけなんですね。そして、この制度を継続していく間は、町内も町外

も差別なく支援をしてやってもらいたいと思うわけです。ついでにやはり特色ある学校づくりを

昔からこう言われてきたんです。回も体調を崩されて、講師が帰られたですけど、この点につい

ても専門の業者を頼んで今やっているところですと。これについても、しっかりとね。方針曲げ

ることなく外国語に強い学校で。しっかりと基本方針を曲げないで、進んでいってもらえたら、

そんなふうに。 

 

○生涯教育課長 

 今、田中委員から御指摘いただきました。英語教育の関係です。清里の町につきましては昔か

らモトエカと連携なり姉妹都市とまた清里高校につきましては、モトエカ高校と姉妹校にする中、

外国人英語講師につきましても、従来からモトエカから来ておりました。今回委託することにな

りましたが、英語教育につきましては、こないだのまちづくり住民大会の中でもですね。英語グ

ローバルコミュニケーションという形でも提案がありました。清里町の子供たちが、英語教育に

精通というか小さい頃から携われる環境を作っていきたいとことで、今後いろんな政策、国際理

解教育と各学校等授業での英語教育も含めまして、いろんな形から英語教育について特色ある学

校づくりを含めましてですね。すすめていきたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。なければ次に③ 

 

○生涯教育課長 

 平成２６年度全国体力運動能力、運動習慣等調査の結果概要につきまして、議案の１９、２０

ページをお開きください。まず２０ページをお開きください。平成２６年度の全国体力運動能力

運動習慣等調査でございますけども、この調査につきましては、子供たちの体力運動能力、運動

習慣等の状況について把握するため、平成２０年度から毎年小学校の５年生それから中学校の２

年生を対象に文部科学省が実施している調査でございます。清里町におきましては、各小中学校

におきまして、昨年の５月から７月に実施をしているところでございます。その内容につきまし

て簡単に御説明を結果につきまして説明をさせていただきます。 

まず全体の結果としまして、新聞等でも報道されておりますが、北海道の子ども達の体力度の

全国に比べて低い傾向にありまして清里町も同じ傾向でありました。まず、体格の傾向でござい

ますけども身長につきましては小学校５年生男女と中学校２年生女子がほぼ全国平均並み。中学

校２年生男子が全国平均を２センチほど上回っております。具体的な数値についてはですね。１
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９ページの方にそれぞれ載せてございます。体重につきましては、中学校２年生女子を除きまし

て全国平均から３～５キロ上回りやや肥満傾向が高くなってございます。 

それから２０ページ下ほど体力の傾向でございますが体力テストについては８つの調査を行っ

てございます。項目は記載してございませんが、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、

２０メートルシャトルラン、５０メートル走、立幅跳びソフトボール投げ、この８つの体力テス

トを行ってございますが、この結果ほぼすべての種目で全国平均を下回っております。その中で

も上体起こし、腹筋、それから、長座体前屈、柔軟性が特に低い傾向にありました。この下の体

力テスト低得点、これについては全国平均を５０とした場合の点でございますが、小学校男子に

つきましては、５０点の全国平均のところ４３．７小学校女子が４３．１．中２男子が４３．１、

中２女子が、４０．８全国を下まわっている状況でございます。それから運動習慣等の傾向でご

ざいます。これについては児童生徒の質問におきまして調査でございますが、運動が好きと答え

た子供の割合がとても高く、運動部の所属につきましても、全国平均をうわまわってございます。

ただ一方で、１週間の運動時間ですね。学校授業以外の運動時間については、中学校の２年生を

除いて全国平均より少ない傾向になってございます。その関係の表につきましては２０ページの

右側の運動部所属、習慣の時間とございますので、後程ご覧いただきたいと思います。 

その下、体力向上のためにということとしてございますが、この体力調査等の結果を踏まえま

して、各学校におきましては体育の授業を改善充実するとともに、休み時間、放課後等を活用し

まして、なわとび、一輪車、運動遊び等に取り組むなど体力の向上に向けた取り組みを強化して

きたいというふうに思っております。それから体力の向上につきましては学校だけではなく、家

庭の努力が大切というふうに考えてございます。体力運動習慣を身につけるため、家庭と連携し

まして、生活習慣の定着を図っていきたいと思います。なおこの結果の概要につきましては、ホ

ームページそれから３月号の広報等で公表していきたいと考えてございます。いずれにしまして

も、学校家庭と連携をとりながら、子供たちの学習面もそうですけども、体力、運動能力が元気

の源というふうに思っておりますので、こちらにつきましても連携をとりながら子どもたちの運

動習慣の定着化を図っていきたいと考えます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今説明をいただきました。③含めて生涯教育課全般でもいいので質問設けさせていただき

たいと思います。 

 

○池下委員 

 この数字をみると全国５０ですと。４３点が多いのかなと。実は、こういった体力肥満度が高

いという傾向が出ているですけども。 

これは一昨年ですか。学習センターの隣りに多目的広場というものをつくったんですよね。一

昨年は非常に日曜日なんかも精力的に使われていたというのをすぐそばにいるもんですからわか

っていたんですけど、実は去年あたりはほとんどバスケットのゴール板のところだけは何人かい

たようですけれども、ほとんど使われる頻度が少ないというふうに私は思っていたんですが、こ

ういった体力がないということであれば、例えば課長のところでグループ制で多目的広場を使っ

た何か運動の機会を生涯学習課で何か立案して、こういうふうにやってみてはどうかと、そうい

った案というものは今まで協議した経過がありますか。 
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○生涯教育課長 

 実は、今池下委員言われたとおり体力がこのように清里、全道的に低い傾向にはあるんですけ

ども、今言われた学習センター横の駐車場広場の関係につきまして、以前にも議会等からあそこ

の利用状況がかなり低いんでないかということで言われておりましたので、内部で昨年いろいろ

あそこの利用活用方策につきまして検討を行ってございます。 

今委員言われたとおりバスケットのゴールのところにつきましては、小学生を中心に、毎日の

ように学習センターの方に夏場でしたら本を借りてきて、あそこで昨年につきましても、毎日の

ように使っておりました。またあそこ一部、半分からですね、仕切ってですね。以前は、スケー

トの夏場の練習ということで専修大学に来て頂いたりとか、あと昨年であれば、スケート少年団

の方にも使っていただきました。そういうような使い方も含め利用率活用率を上げるため、池下

委員言われたとおり教育委員会としまして、あそこの活用方策、いろいろスポーツ関係も含めた

社会教育的な文化的な事業展開を図っていきたいということで考えているところでございます。

一輪車、インラインスケート、そのような器具等整備しながら、体力向上につながる事業等もで

きればいいかなというふうに思っておりますし、いずれにしても、あそこの活用方策を全体的に

検討して、２７年度には事業展開をしていきたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 課長言うように、たしかあそこは４００万ぐらいかかっているんですよ。整備するのに。やは

りそうやって多額のお金をかけた以上、やはり皆さんに体力向上とかいろんなそればっかりじゃ

なく、多目的に使うということの広場ですから、ほとんど駐車場を半分ぐらい占めているわけで

すよ。もう使わないともったいないし、やはり先ほどの１０万、２０万の話じゃないですけども、

こういった４００万かけているお金というのを死に金にならないような、お金の使い方そういう

ものをやっぱり踏まえた中で考えていただきたいなというふうに私は思います。 

 

○生涯教育課長 

 名前のとおり、多目的に使える広場として活用方策を検討していきたいと思います。以上です。 

 

○田中委員 

 ちょっとついでに聞いておきたいと思うんですけど、これ肥満度が全国平均から見ると高いと

いうことなんですけど。これ街中の子どもたちとそれぞれ原野の子どもたちとの割合っていうの

はこれちょっとわかりませんか。 

 

○生涯教育課長 

 はい、課長。学校別には調査をしておりますけども、特にそこまでですね差があるのかなとい

うふうに思っております。１９ページですね、一番上に小学校５年生男子が２１人女子が１５人、

中学校については２年生２１女子が９人ということで、光岳になりましたらほんとに少人数の児
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童しかおりませんけども、傾向については、そんなに変わらないかなというふうに思っておりま

す。教育委員会と保健福祉課でホットスッキリステーションという事業等も展開してございます

が、見たところ肥満傾向にない子どもたちも参加、誰でも参加してもいいんですけども、出来た

ら参加してほしい子も含めて、今後事業展開できればというふうに思いますし、その辺も見直し

て事業は行わなければならないかなと思っておりますが、そんなにも傾向はですね、変わらない

かなというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 はい。田中委員。 

 

○田中委員 

 今聞いたのはやはりこういった自然のこの豊富なところで本来ならばやはり体力的には育つの

が当たり前かなと常識的には思うんですけども。やはり歩かないんですよね。今の子どもたち、

市街地の子どもたちは歩いて登下校するわけですけども、原野の場合はスクールバスバスだとか

それから家庭の乗用での送迎というのが大半なんで、歩く機会がないそういうのも１つの原因か

なとそんなふうに思うんですけど。そこら辺の実態もやはり調査しながら、今後どこまで学校の

門まで送り迎えして、スクールバスは当然必要なわけですけども、結構過保護になって、もう家

の玄関から学校の玄関まで門まで送り迎えというのが日常常識的なスタイルになってきたんだけ

ど、やはりそこら辺の調査も少し必要かなとやはり特別に運動するって言ってもなかなか部活だ

とか少年団に加入している子どもたちはいいんですけども。日常の毎日のやはり学校生活。そこ

らの調査も必要かなとそんなふうに。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

 

○生涯教育課長 

 今田中委員言われた調査につきましてはどこまでできるかわかりませんが、やはり学校生活、

それから学校生活だけではなく家庭生活におきましても、この体力、運動習慣については大切か

というふうに思ってございます。現在テレビとかゲーム等の普及によりまして、運動する時間、

外遊びの時間が減っているかなというふうに思います。家庭等で生活リズムの見直し等家庭で話

し合っていただくように進めたいと思いますし、スポーツ以外にも、例えば家の手伝いですね。

掃除とか、冬であれば雪かき等も立派な運動かというふうに思っております。家庭、地域、学校

連携しながら子どもたちの体力向上に努めていきたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 他、いいですか。なければ生涯教育課終らさせていただきますけれども。それではどうもご苦

労様でした。それでは引き続き、消防清里分署３点について、一つずつ説明をいただきたいとい

うふうに思います。はい、分署長。 
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○消防分署長 

 それでは清里分署から提出議題であります、平成２６年度の一般会計補正予算消防費分並びに

平成２７年度一般会計予算消防費分についての御説明を先にさせていただきまして、最後に救急

及び火災出動の状況について御報告させていただきたいと思います。 

それでは平成２６年度の補正予算についてですが、まず２月臨時会に提案いたします経済対策

に関する部分ついては、消防分３１４万２千円でございますが、総務課からの一括説明というこ

とになっておりますので、この場では説明を省略させていただくことになります。 

それから３月定例議会に提案いたします、１月末の実行見込みによる所要額の補正について御

説明させていただきます。それでは２１ページをご覧いただきたいと思います。 

それでは資料の上段、清里町一般会計補正予算で説明いたします。今回の補正は、斜里地区消

防組合清里分署負担金の減額となっており、全体で１７９万４千円を減額補正するものでござい

ます。補正の内訳につきましては、資料の下段斜里地区消防組合一般会計補正で、一般会計補正

予算で説明いたします。 

先に歳出で説明いたします。まず清里分署費では、９節旅費、１１節需用費、１９節負担金補

助及び交付金の合計１０７万７千円の減額となっております。清里消防団費では、１節報酬、９

節旅費の合計６８万７千円の減額となります。歳出の補正額合計は、１７６万４千円の減額とな

っております。 

次に歳入ですが１款分担金及び負担金につきましては、歳出と同額の１７６万４千円の減額と

なります。次に５款諸収入につきましては、消防学校等の入校に伴います助成金が収入の予算を

上回ったため３万円を増額補正するものでございます。諸収入の増額分を歳出に充当するため歳

入の増額分３万円と歳出の減額分１７６万４千円を合計いたしました。１７９万４千円を清里町

一般会計予算から減額補正するものでございます。 

以上で平成２６年度の補正予算についての説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 消防費の関係について説明いただきました。何かありますか。なし。はい。無ければ次お願い

いたします。はい。分署長。 

 

○消防分署長 

 それでは平成２７年度一般会計予算消防費分についてご説明いたしますので、２２ページをご

覧ください。まず資料の上段清里町一般会計予算で説明いたします。清里町一般会計から斜里地

区消防組合に負担金を支出するもので本部負担金が１千３７６万２千円。清里分署負担金が１億

７千９２２万９千円となっており、全体で１億９千２９９万１千円となります。 

予算の内訳については、資料の下段斜里地区消防組合一般会計予算で説明いたします。最初に

歳入ですが、清里町負担金１億９千２９９万１千円のうち、消防本部費に対する負担金として１

千３７６万２千円。次に、清里分署に対する負担金として、常備消防費負担金が１億２千８６５

万４千円。非常備消防費負担金が１千５３１万３千円。消防施設費負担金が３千５２６万２千円。

雑入として消防学校等に消防学校入校等に対する助成金２３万円をそれぞれ計上しており、歳入

合計は１億９千３２２万１千円となります。 

次に歳出ですが、消防本部費は消防組合本部経費に係る議会費及び本部職員の人件費旅費、需
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用費、役務費、委託料備品購入費、負担金等の経費と公平委員会費、監査委員費予備費の部分の

清里町負担金としまして、１千３７６万２千円で、前年比で６７万円の増額となっております。

次に清里分署にかかる常備消防費は、職員人件費、旅費、需用費、役務費、委託料等の経費１億

２千８７５万８千円で、前年比３３６万４千円の減額となります。内容につきましては、職員の

退職による職員人件費の減額によるものでございます。次に、消防団費にかかる非常備消防費は

報酬、賃金旅費、需用費委託料等の経費１千５３１万３千円で前年比７５万５千円の増額となっ

ております。内容につきましては、団員の装備品の更新に伴う需要費の増額となっております。

次に消防施設費では、平成２７年度が最終年度となります、消防デジタル無線関連の事業で簡易

指令設備の購入費といたしまして３千５３８万８千円を計上するものでございます。歳出合計は、

１億９千３２２万１千円となり前年比で３千２１０万９千円の増額となります。 

続きまして、主要事業の関係を説明させていただきますんで、２３ページの方をご覧ください。

最初に、上段の表、清里分署に係る事業ですが、職員研修事業といたしまして、消防学校等と入

校に係る旅費で救急救命士の薬剤投与講習及び追加講習ということで、１名分、それから専科教

育の救急科入校１名分。それと処置拡大２行為の講習２名分の旅費、合わせまして１０６万７千

円を計上しております。 

次に消防自動車整備事業として消防救護車の夏冬タイヤの更新整備としまして、２３万円救急

業務用資器材整備事業といたしまして、傷病者監視モニターの保守点検の委託料を１４万６千円

をそれぞれ計上しているところでございます。 

次に中段の表清里消防団に係る事業ですが、消防団員の消防学校入校事業としまして、幹部団

員の教育課程入校２名分の旅費１２万３千円。それから次に消防団員装備品購入事業としまして、

団員の装備更新にかかる費用１０９万６千円。内容としましては、防火手袋と踏み抜き防止用の

板の入った長靴の購入ということになっております。 

次に、消防団運営費補助事業としまして、町助成金５０万円の予算をそれぞれ計上していると

ころでございます。 

最後に、下段の表、清里分署施設費に係る事業ですが、緊急指令受付指令台整備事業といたし

まして、平成２７年度が最終年度となります消防デジタル無線の関連事業であり簡易指令台一式

の購入費として３千５３８万８千円を計上するものでございます。 

以上で、平成２７年度消防費予算についての説明を終わらせていただきます。なお消防組合の

定例議会につきましては例年２月の末に開催いたしまして、補正予算新年度予算についての御審

議をいただいているところでございます。本年につきましても消防組合議会定例会は２月２６日

の開催予定となっておりまして、清里町議会において２月臨時会及び３月定例会に提案予定の補

正案件につきましては、あわせて提案することになります。また、平成２７年度の当初予算につ

きましてもあわせて提案することとなりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。以上

でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２７年度一般会計予算、消防費の関係について説明をいただきました。何かあり

ますか。はい、池下委員。 
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○池下委員 

 ２３ページの消防費予算の主な事業というところで、救急救命士の薬剤投与の講習というふう

になっているんですけど、今現在救急救命士は何名いるんですか。 

 

○消防分署長 

 ６名です。 

 

○池下委員 

 ６名からしばらく変わってないと思うんですけども、これは増やさなくていいんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 増やさなければというのは、職員的に増やさなければということですか、それとも救急救命士

を増やさなければいけないと。今の段階で救急車に必ず救急救命士が乗るということで勤務表を

作成しまして、６名いれば一応回る体制はとれていると思っております。はい。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 具体的に６名いれば当然ローテーションも変えながらやれるんだろうけども、例えばいろんな

想定されることを前提に考えたら、私は多い方がいいのかなというふうに単純に思う。その辺は

いかがですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、分署長。 

 

○池下委員 

 そのへんにつきましては、委員おっしゃるように職員も多い方が良いですし、救急救命士も多

い方が良いんですが、そうはいきませんので、限られた予算と人間の数の中でやっていかなけれ

ばならないと考えておりますんで。現状で様子を見ながらやってまいりたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 ちょっと参考までにこう聞いておきたいんですけども。この専科教育救急科、それから北海道

ＭＣ処置拡大これらっていうのは、内容的にはどのような。簡単でいいですからちょっと。 
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○畠山委員長 

 はい。 

 

○消防分署長 

 まずは専科教育でございますが、こちらにつきましては、救急車に乗るための基本的な知識を

身につける教育の場でございます。次に北海道ＭＣ関係の拡大２行為の関係ですが、こちらは薬

剤投与講習を受けた救急救命士が受けるものでございまして、心肺機能停止前の重度傷病者に対

する静脈経路確保及び輸液血糖値測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖液投与の行為の２行為

について取得するということで、講習を受けてないとその行為について、やれないということに

なります。例えばブドウ糖液を投与することによって救命率が向上するということは、考えられ

ますので、有効な講習だと考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 関連で、講習は救急救命士６名いて、順番にたぶん研修をされていると思うんですが、今年度

で終了するのか、今回始まっているのか。処置拡大が常時されて、救急救命士がやれる内容が変

わっている部分もあると思うんですが、最低限の環境の中で、その部分について明年度２名行け

ば問題ないという感じですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 救急専科の関係ですが、こちらについては昨年入った新人の職員が採用後１年経って行くこと

になりますので、今年の１０月から受けることになると思います。それから薬剤投与の関係。こ

ちらにつきましては、今年度が６人目となりまして、最終の年度となります。次にＭＣ関係の処

置拡大ですが、実は今年が始まりでございます。それでお願いしまして何とか２名行かせてほし

いということで、２名予算をつけて計上しているところでございます。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい。次、３番。はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 それでは最後の救急及び火災の出動状況についてご報告させていただきますので、２４ページ

をご覧ください。まず救急出動につきましては、年平均１４０件程度の出動状況で推移してきて

いるところでございます。事故の種別は、急病による搬送が各年とも全体の６割から７割程度を

占めている状況にございます。その中で平成２６年度についてご説明いたします。平成２６年度

の出動件数は１５３件ということで、前年よりも若干減少しましたが、およそ２日に１回のペー
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スで出動している状況となっております。出動件数１５３件のうち、最も多いのが急病による出

動９６件、これが６２％となっております。このうち１件は斜里町への応援のために出動してお

ります。次に多いのが、負傷による出動で２９件。１９％となっています。また交通事故による

出動は６件で、そのうち３件は小清水町の応援で出動したものでございます。 

次に火災出動についてですが、幸い建物の火災は清里町において発生しませんでしたが清里地

区において車両の火災１件と、その他の火災として、野火１件が発生してるところでございます。

以上で、救急火災の出動状況について、説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 救急火災の出動状況ということであります。これに関連して、何かございませんか。はい。池

下委員。 

 

○池下委員 

 救急で１５３件ということで、去年よりは多少減っているんですけども、これ１５３件の内訳

清里、斜里、小清水、網走わかれば。教えていただきたい 

 

○消防分署長 

 北見が６件、網走が４５件、釧路が１件、斜里が３８件、小清水が３９件、清里が１５件の搬

送が１４４件になります。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 こうやってみますと網走がこの３町の斜里、小清水よりは若干多いんですけど、やはりあれで

すか、脳外関係が多いということですか。そうでもないんですか。 

 

○消防分署長 

 脳外も多いですけども、厚生病院が一番多いですね。厚生病院が２６件搬送していまして、脳

外には１３件搬送しております。 

 

 

○畠山委員長 

 他ございませんか。全般的に、通してでもよろしいです。無ければこれで消防清里分署終わら

せていただきます。どうもご苦労様でした。引き続き２番、議会費予算はい。 

 

○議会事務局主査 

 それでは私の方から議会費の予算について、説明させていただきます。まず平成２６年度の補

正予算、実行補正なんですけど、調整の結果増額減額ありませんでしたので、口頭でご報告いた

します。 
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２７年度の一般会計当初予算ですけれども、２５ページをお開きください。基本的には、例年

と変わりなく予算を組んでおります。大きく変更がある分についてだけ説明させていただきます。

４節共済費、議員共済会負担金が２２３万７千円の増ですが、こちらは、共済会より指定された

負担金の増に伴うものです。この原因といたしましては、改選期に向けて、共済受給者が増える

と予想されるためです。次に、９節旅費と、１４節自動車借上料ですが、マイナスで記載されて

おりますが、骨格予算であって、後の補正で対応する予定です。補正予定の方は下に記入してあ

ります。今後補正を要する臨時費をご覧ください。市町村アカデミー４名分と両常任委員会の道

内視察、そして、新人議員研修会を予定しております。次に、１１節需用費ですが、改選期に伴

いまして、若干の事務用品等の増額をしております。最後に１３節委託料ですが、インターネッ

ト配信のシステム、ユーストリームなんですけれども、ソフトのバージョンアップを行いたいた

め、更新委託料としての計上をさせていただいております。以上で平成２７年度当初予算の説明

を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２７年度議会費当初予算ということで説明をいただきました。何かございますか。

なければ終らさせていただきますけれどよろしいですか。わかりました。 

 

○畠山委員長 

 ３．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 ２月２６日木曜日でございます。 

 

○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 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第２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１１時４９分） 

 


