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第３回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年２月２７日（月） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １０時１３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清里町職員等住宅管理規則の一部改正について 

  ②平成２８年度一般会計補正予算（総務課所管分）について 

 ●生涯学習課 

  ①清里町職員住宅等の住宅管理規則の一部改正について 

  ②平成２８年度主な一般会計補正予算（生涯学習課所管分）について 

  ③平成２８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 

 ●消防署清里分署 

  ①平成２８年度一般会計補正予算（清里分署所管分）について 

 ●企画政策課 

  ①平成２８年度一般会計補正予算（第８号）について 

  ②平成２８年度一般会計補正予算（企画政策課所管分）について 

  ③清里町過疎地域促進市町村計画の変更について 

  ④清里町観光計画について 

  

 

２．議会費予算について 

 

 

３．道外所管事務調査報告について 

 

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  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之     
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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       澤本 正弘    ■総務課主幹         梅村百合子  

 ■管財Ｇ総括主査    三浦  厚    ■総務Ｇ主査         吉本  淳  

■生涯学習課長     伊藤 浩幸    ■生涯学習課主幹       原田 賢一 

 ■学校教育Ｇ総括主査  宮津 貴司     

 ■消防分署長      野呂田成人     

 ■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹       清田 憲弘 

 ■まちづくりＧ総括主査 泉井 健志    ■まちづくりＧ主任      半澤  忍 

 ■地域振興Ｇ主事    田巻 宏章     

  

 

○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第３回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

 ○勝又委員長 

 おはようございます。ただ今より第３回総務常任委員会を開催したいと思います。大きな１番

町からの協議報告事項について総務課２点ございます。よろしくお願いします。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課の協議報告事項につきまして、私より概要等々説明をさせていただきたいと

思います。 

まず１点目の清里町職員等の住宅管理規則の一部改正につきましては、本年度新たに建設、整

備をさせていただきました町職員単身者住宅及び教職員住宅の住宅料を定めるために改正を行う

ものでございます。２点目の平成２８年度一般会計補正予算総務課所管分につきましては、事後

執行などに必要な所要額を補正するものでございます。それでは担当より随時ご説明申し上げま
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すので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 担当主査。 

 

○総務Ｇ主査 

それでは私の方から清里町職員等の住宅管理規則の一部改正について御説明申し上げます。１

ページをご覧ください。１の改正理由につきまして、平成２８年度に建設整備した住宅について

適正な入居者負担とするため現行の管理規則において新たな住宅料を追加するものであります。

２の改正内容としまして、平成２８年度以降に建設した町職員単身者住宅及び教職員住宅の住宅

料について建設費用等の算定基準により設定した別表第４及び第５を追加するものであります。

ここで言う建設費用等の算定基準でありますが、北海道の公宅料算定基準を参考に、建設費、修

繕費、火災保険料、居住条件等から建設当初の標準単価を算定しまして、その後は固定資産評価

における原価率を用いることにより一定年数経過ごとに単価が下がるような仕組みとしてござい

ます。対象となる住宅について、記載の（１）教職員単身者住宅及び（２）の教職員住宅となっ

ております。 

改正の詳細については、別紙新旧対照表によりご説明いたします。２ページをご覧ください。

表の左側改正後の第１９条として、平成２８年度以降に建設した住宅に対する読みかえ規定を追

加してございます。既存の町職員住宅料を規定する別表第２を、新たな別表第４に既存の教職員

住宅料を規定する別表第３を新たな別表第５と読みかえるものでございます。また新たな条を追

加したことにより、従来の第１９条が第２０条に繰り下がるものであります。その下別表第４（第

１９条関係）として、今回新たに建設した町職員単身者住宅の住宅料単価を規定する表を追加し

てございます。経過年数０年以上、１５年以上、２０年以上、２５年以上の４段階による単価設

定としており、今回新たに入居してから１５年間は１平米あたり月額４７８円。１５年経過時に

３０１円とし、その後５年経過ごとに２２３円、１８５円と段階的に低くなるよう設定してござ

います。 

３ページをご覧ください。別表第５（１９条関係）として、今回新たに建設した教職員住宅の

住宅料単価を規定する表を追加してございます。町職員の住宅料と同様、４段階による単価設定

となっており、経過年数ごとの単価については記載のとおりとなってございます。 

最後に、附則において今回の改正における施行期日について定めております。平成２９年４月

１日より施行としております。 

以上で、清里町職員等の住宅管理規則の一部改正について説明を終わります。 

 

○総務Ｇ主査 

説明補足をさせていただきます。住宅料の単価でございますが、町職員住宅の単身者住宅の部

分１平米あたり４７８円ということでございますが、１戸当たりの月額の金額としましては２万

２千３６０円が今回１棟４戸の部分で計算した１戸あたりの金額でございます。それと教職員住

宅の部分につきましては８０．７５平米でございますので３５０円でいきますと１戸当たり月額

２万８千２６０円になる試算でございます。以上で説明終わります。 
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○勝又委員長 

 ただ今担当より清里町職員等住宅管理規則の一部改正についての説明がございました。委員の

皆様方から質問意見等ございましたら。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 参考までに教えてほしいんですけども、別表第２の月額単価と別表第３の月額単価っていうの

が解れば教えてほしいんですが。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○総務Ｇ主査 

現行の公宅基準につきまして新築０年以上でいきますと平米当たり単価が２９４円でございま

すので、月額１戸当たり１万３千７５０円になる計算となります。今が町の単身者住宅の面積の

月額でございまして教職員住宅でいきますと１万６千７９０円になると。このような試算でござ

います。 

 

○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 教職員住宅の平米あたりの月額っていうのはいくら。 

 

○勝又委員長 

 はい担当主査。 

 

○総務Ｇ主査 

平米あたり２０８円になります。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 今まで職員の住宅に関しては２９４円から４７８円。それと教職員の方は２０８円から３５０
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円っていうふうになっているんですけども、こういうふうにそれぞれの単価が違うんですけど、

これどういった理由で単価は違うんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 担当の方からご説明したとおり、今までの住宅の使用料については既存で整備し、既にもう２

０年近く経っているような住宅でございます。それはもう当然経年劣化等により単価等のセッテ

ィングは当然建設費からも違いますから、当然そういう中身で設定してきていると。今回につき

ましては２０年ぐらい経って初めて新築の公宅が出来てきているということで、今年度整備した

公宅の整備料、それとあと今後想定されるであろう修繕料、それから火災保険料等々を加味した

中で算定をしてきているということでございます。よってそれだけの単価の差が当然出てきて来

るという状況でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。無いようですので進みます。②番平成２８年度一般会計補正予

算総務課所管分について。はい。総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは、平成２８年度一般会計補正予算総務課所管分について、主なものにつきましてご説

明いたします。４ページをご覧いただきたいと思います。 

２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費の社会保障税番号制度導入事業につきましては

社会保障税番号制度導入に伴う児童福祉、国民健康保険、介護保険システムの改修にかかる費用

としまして、委託料８５万５千円。システム改修に伴う中間サーバープラットホーム、利用負担

金の増加分としまして負担金１２万４千円。地方公共団体情報システム機構への通知カード、個

人番号カード関連事務費負担金の増加分としまして負担金７０万４千円、合計１６８万３千円を

計上するものでございます。財源につきましては、負担金につきましては１０割補助。委託料に

つきましては３分の２補助となりまして、国庫支出金１３７万５千円が措置されまして、残り３

０万８千円が一般財源となります。 

続きまして２款総務費、２項総務管理費、１５目の行政情報システム管理費の光ケーブル移設

事業につきましては、光ケーブル共架柱の北電柱、ＮＴＴ柱等の建てかえに伴う関連移設経費と

しまして、工事請負費１１０万円を計上するものでございます。財源につきましては情報通信機

器使用料の増額分２００万円を充てまして一般財源分を９０万円、財源振りかえにより減額する

ものでございます。その他、工事委託料の入札残につきまして、大きな額の分につきまして減額

補正を予定してございますので、あわせて口頭にてご報告をさせていただきたいと思います。以

上で２８年度一般会計補正予算総務課分の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま、平成２８年度一般会計補正予算総務課所管分についての説明がございました。
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委員の皆さま方からありませんか。全体を通して総務課ありませんか。無いようですので、以上

で総務課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは生涯学習課進めたいと思います。３点ございます。１点ずつ進めたいと思います。清

里町職員等住宅管理規則の一部改正について、教職員住宅関係分として。はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは本日の総務常任委員会に協議いたします、生涯学習課３件について簡単に概要だけ説

明させていただきます。 

まず１点目の清里町職員等の住宅管理規則の一部改正についてでございますけども、これにつ

いては、先ほど職員住宅の関係につきまして総務課から規則の改正について説明があったかと思

いますけども、平成２８年度におきまして教職員住宅も建設してございますので、その住宅料に

つきまして協議をさせていただきたいというふうに思います。 

２番目、平成２８年度主な一般会計の補正予算でございますけども、これにつきましては、今

後必要な所要額を主なものということで３件説明をさせていただきます。 

３つ目、平成２８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は、昨年の５

月から７月まで小学校、中学校で調査を行っておりますので、その概要について説明をさせてい

ただきます。それぞれ担当から説明をさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい。担当主査。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

私から１番目の清里町職員等の住宅管理規則の一部改定ということで、教職員住宅分の新築物

件についての住宅料の説明をさせていただきます。１ページから３ページまで、ご覧いただきた

いと思います。昨年８月に建設着工をしまして来月３月に引き渡し予定となります国庫交付金を

活用しました新築の教職員住宅の住宅料について、新たに規定するものでございます。基本的な

考え方につきましては前段総務課が説明しました町職員の住宅料、これとほぼ同様の考え方でご

ざいます。住宅料の設定に当たりましては、道職員の公宅料金の算定方法それから現存の町の町

営住宅の住宅料これらを参考に設定をさせていただいております。 

今回建設しました教職員住宅これにつきましては、ひまわり団地にある地域優良賃貸住宅これ

と同タイプのものでございます。その住宅料金というのは、月額５万５千円となっております。

仮に教職員がこの町営住宅に入居した場合住宅手当が支給されます。それを差し引いた実質的な

負担額というのは２万８千円という金額になります。今回その道職員の公宅料の算定などを活用

しまして算定された住宅料の月額が資料３ページの表に記載しております１平米当たり月額３５

０円に、今回の教職員住宅の面積８０．７５平米これを掛けますと２万８千２６０円という月額

料金に算定されます。教職員は、教職員住宅の入居に際しましては手当は支給されません。その

実質的な家賃負担額は町営住宅の住宅に入居した際と同程度のものに今回なるのかなというふう

に考えてございます。一般入居者と比較した場合の料金負担、それから福利厚生施設といった位
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置づけを考えますと妥当な金額でないかなというふうに考えてございます。また施設の性質上、

これまでの町職員住宅、教職員住宅同様１４年目までを同額としまして、以降５年ごとに固定資

産評価の原価率を参考に、家賃を順次減額してまいりたいというふうに考えてございます。以上

新設される教職員住宅の料金について概略を説明させていただきました。説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま教職員住宅についての説明がございましたけど総務課の方でも説明がございましたの

で、よろしいでしょうかね。それでは②番平成２８年度主な一般会計補正予算、生涯学習課分に

ついて。総括主査。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

４ページをご覧いただきたいと思います。私の方からは２点、高校支援の関係と教職員住宅の

２点について、補正予算の概要を説明させていただきます。今回高校支援の総合支援対策事業に

つきましては、例年実施させていただいております、４月に入学予定者の児童生徒、保護者に対

しまして、入学支度金を支給するという部分での、補正予算でございます。報奨金としまして今

年は４１０万円、およそ４１人程度の入学を見込んだ中での予算づけをさせていただいておりま

す。それから現計予算の減額補正でございます。通学バスの業務委託料、それから総合支援対策

事業の補助金がおよそ見込みがつきましたので、それぞれバスにつきましては５０万、総合支援

の補助金につきましては１５０万の減額をさせていただき、今回の高校の総合支援対策事業の総

体での補正額としましては２１０万円を補正させていただきたいというふうに考えてございま

す。財源内訳は記載のとおりでございます。 

続きまして、教職員住宅の整備事業です。先ほど説明させていただいた１棟目プラス国庫補助

金が補正で追加で付きました、２棟目となる教職員住宅の建設にかかる事業費でございます。１

棟目と同様、工事施工監理業務委託料に１３４万円。それから本体の工事請負費に２千９３０万

円を計上させていただきたいと考えております。また１棟目の現計予算に執行残が生まれました

ので、これらにつきまして２００万円の減額をさせていただきたいと考えております。 

今回の補正額２千８６４万円となります。財源内訳につきましては記載のとおりでございまし

て同じく国庫支出金が１千２１１万５千円計上させていただき、町債と一般財源を活用して予算

を事業費として見込んでまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。主幹。 

 

○生涯学習課主幹 

私の方から社会教育グループ担当の部分についてご説明いたします。社会教育費、生涯教育費

の学童保育備品購入事業でございます。備品につきましては２９年度４月から始まります学童保

育が児童数の増加が見込まれるということから、教室に備えますランドセルロッカー１つ、それ

からシューズロッカー１つ、これを追加し、新年度の児童の受け入れに備えるものでございます。

財源につきましては一般財源ということで補正額２５万９千円を見込んでいるところでございま

す。以上でございます。 



 

- 8 - 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今２８年度主な一般会計補正予算生涯学習課分についての説明がございました。委

員の皆様方から質問意見等ございましたら。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 最初にあります清里高校の支援対策ということで、ファミリーカード４１０万円でありますけ

ど、これ１人１０万円分ということでやっておりますけども、昨年もこの事業やっておりますが、

各店舗で使えないような保護者からの苦情と言いますかが実際あったわけでありますけども、や

はりこういうふうなものを出すということは、地域の活性化にもつながるということで、町もや

っていると思うんですが、そこらへんが十分に商工会の各店舗の方と連携がとれていない場合が

何回かあったということで、そこらへんの対策については町としてはどういうふうに考えていま

す。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 池下委員から御指摘のとおり、昨年につきましては一部店舗で使えなかったということが実際

起きて、保護者の方または店舗等にも大変ご迷惑をかけたというふうに思っております。 

今回そういうことがありましたので、商工会それから店舗それから教育委員会と連携をとりな

がら商工会でできること、教育委員会でできることをそれぞれ進めまして商工会の方でも今まで

換金が月１回だったのが３回に増やして現金化する。また教育委員会におきましても昨年まで補

助ということで行っておりましたけども、今回報償品ということで、合格発表になった時にすぐ

ファミリーカードの商品券がすぐ保護者の方に支給できる体制をとりながら、お店屋さん、それ

から商工会を通して使えるようにということで進めておりまして、今年についてはそのような方

向で使えるような形で今のところ進めているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 ４１０万と見積もっておりますけど実質今のところ３９名ですか。３９０万になるということ

ですが、全員が清里の子じゃないんで、なかなか使いづらい面も他町の方はあるのかなというふ

うには思うんですけど、町で行っている支援事業でありますから、そこら辺は他町の親御さんに

は十分説明を行った上で出していただきたいというふうに私は思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 
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○生涯学習課長 

 ただ今池下委員からご指摘のありましたことも含めまして、保護者には教育委員会から文書等

も支援関係だけなくて、その他の支援についても文書等配布をしながら十分に周知等図っていき

たいと考えております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい。他委員さんからなければ進みます。③番、平成２８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。 

 

○生涯学習課長 

 それでは３番目の２８年度の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、説明

をさせていただきます。議案の５ページをご覧ください。 

この調査につきましては、子どもたちの体力、運動習慣、生活習慣等の状況につきまして把握

しまして、体力の向上の取り組みに役立てるため、平成２０年度から毎年小学校の５年生。それ

から中学校２年生を対象に文部科学省が実施しております。 

本町におきましては、昨年の５月から７月に実施をしてございまして、調査内容につきまして

は体格、８種目の実技の体力、それから生活習慣、食習慣等の質問紙調査というふうになってご

ざいます。 

この表のまとめのところをご覧いただきたいというふうに思いますけども、体格につきまして

は、身長は小学校５年生の男女。それから中学２年の男子が全国平均より高くなってございまし

て、中学２年の女子がやや低い結果となりました。体重につきましては小学５年の男子、それか

ら中学２年女子が全国平均を上回りました。肥満傾向につきましては、小学５年の男子それから

中学２年の女子で、肥満傾向児の割合が高くなってございます。体力の傾向でございますけども、

体力の合計点につきましては小学５年女子が全国平均並みの他は、その他についてはすべて下回

ってございます。種目別につきましては各学校におけます体育授業の工夫や体力づくりの取り組

みによりまして、ここに詳細はないんですけども握力ですとか、上体起こし、長座体前屈、反復

横跳び、立ち幅跳びについては年々記録が上昇をしてございます。ただ５０メートル走これは走

る能力スピードですけど、これについてはほとんどの学年男女で全国平均を大きく下回ってござ

います。それから一番下になりますけども、質問紙調査による運動週間でございますけども運動

が好きと答えた割合は男子が全国平均をやや上回っておりまして、女子は下回る結果でございま

した。また徒歩で登校している割合については、全国平均を大きく下回っておりまして自家用車

で学校に送ってもらっている児童生徒の割合が高くなっているのではないかというふうに思われ

ます。 

以上の結果を踏まえまして、各学校におきましては、課題のある運動を継続して行うなど体育

授業の工夫それから休み時間や放課後を活用して縄跳びですとか一輪車等の体力向上の取り組み

を強化してございます。また体力向上生活習慣には家庭も大きく密接しているということから家

庭と連携しまして、早寝早起き朝ごはん運動を一層の展開を図っていきたいというふうに考えて

ございます。 

またこの結果概要につきましては、３月号の広報で町民の皆さんにお知らせをしていきたいと

いうふうに思っております。以上で説明を終わります。 
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○勝又委員長 

 はい。ただ今、全国体力運動能力運動習慣等の調査についての結果概要について説明がござい

ました。委員の皆さま方から。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 小学校の関係なんですけども、この調査には光岳小学校と緑町小学校も入っているのかという

ことと、あと徒歩で登校する割合が低いっていう項目は、今年初めて出てきたと思うんですけど

も、去年の調査にはその項目っていうのは評価として出てきてなかったですけど、それが新たに

加わったんでしょうかということで、２点お願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 小学校５年男子、５年女子については、光岳小学校も緑町小学校も含まれておりますが、緑町

小学校については、５年生対象の児童がいなかったということでご了解いただきたいというふう

に思います。またこの徒歩で登校する割合につきましては、本年度がこの生活習慣の質問紙調査

の中では初めて出てきた項目でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 この表を見てみますとやっぱり女子の運動嫌いっていうのと、１週間の運動時間というのは全

国平均、全道平均に比べて非常に低いので、その辺の対策をきちっととっていかなきゃならない

だろうなって思うんですよね。先ほど課長が言われたように家庭も含めて、地域も含めてという

ことがやっぱり運動を好きになったり、運動習慣ということにつながってくると思うんで、その

へんの対策を今一度しっかりと確認をしながらやっていただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただ今、堀川委員から言われたことを含めまして、子どもたちの体力につきまして健康な体づ

くりおきまして進めていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他委員さん全体を通してありませんか。無ければ以上もちまして生涯学

習課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 
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○勝又委員長 

 それでは消防署清里分署について１点ございます。分署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署から提出議案であります、平成２８年度の一般会計補正予算清里分署所管分に

ついてご説明いたします。１ページ目をお開き願います。 

平成２８年度補正予算につきましては、３月定例議会に提案する１月末実行見込みによる所要

額の補正についてであります。８款消防費、１項消防費、１目消防費の斜里地区消防組合本部負

担金事業につきましては本部費の執行残による減額で、一般財源１２６万６千円を減額いたしま

す。なお本部費つきましては、昨年１２月２２日開催の第３回斜里地区消防組合議会において実

行補正分で清里町負担分１０３万４千円の減額補正が議決されており、今回３月６日開催予定の

第１回斜里地区消防組合議会に上程予定の精算による補正分の２３万２千円の減額を合わせた額

１２６万６千円となります。 

次に斜里地区消防組合清里分署負担金事業ですが、常備消防費負担金につきましては、率の確

定により、一般職共済組合負担金を１１６万４千円減額、出張数減による普通旅費を３万５千円

の減額、見積もり合わせ残による備品購入費を１６万 3千円の減額率の確定による一般職退職手

当組合負担金を１３３万４千円の減額。合計２６９万６千円の減額となります。非常備消防費負

担金につきましては新規消防団員数減による団員報酬を１０万２千円の減額、緑地区火災発生に

おける無火災表彰分３万円の減額、消防団出動回数減による費用弁償を７万４千円の減額、操法

大会視察におけるバス使用の執行残で１５万４千円の減額、操法大会購入備品の入札見積もり合

わせ残４３万円の減額。合計７９万円の減額となります。 

消防施設費負担金につきましては、いずれも入札見積もり合わせ残となっており９５万３千円

の減額となります。総合計４４３万９千円を一般財源で減額するものです。以上で説明を終わり

ます。 

 

○勝又委員長 

 はい。只今、平成２８年度一般会計補正予算清里分署所管分についての説明がございました。

委員の皆様方からありませんか。無いようですので、清里分署終わりたいと思います。どうもご

苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは企画政策課４点ございます。それぞれ進めたいと思います。①番、平成２８年度一般

会計補正予算第８号について。はい、総括主査。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

それでは私の方から平成２８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。企画政策課の１ページをご覧ください。 

今回の補正につきましては、実行予算に基づき、事務事業の執行に伴う不要額を減額したもの、

または今後必要もしくは不足が見込まれるものの追加補正。さらには、特別会計への繰出金調整
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などを行うものでございます。今回の補正額につきましては、歳入歳出それぞれ５千３５６万４

千円を追加しまして、予算の総額を５２億５千５８０万７千円とするものでございます。また表

の右側の主な内容欄につきましては、今回の補正に係る事業の主なものを１部抜粋して掲載をし

てございます。なお主な事業の詳細につきましては、各所管課より補正予算概要に基づきまして、

それぞれ説明があろうかと思います。 

それでは初めに歳出よりご説明いたします。まず総務費ですが、職員給与費につきましては一

般職共済組合負担金６５０万円を減額、老健介護報酬剰余金につきましては、介護老人保健施設

利用実績見込みにより１千３６０万２千円を減額、寄付金基金積立につきましては町の振興発展

などのためにいただきました寄付金及びふるさと納税による寄付金あわせまして７８５万円を予

算計上し積み立てをして参ります。公共施設整備基金につきましては２億３千２９８万５千円を

公共施設整備基金に積み立てを行ってまいります。その他を含めまして総務費の補正額合計は、

１億８千９４６万５千円の増額でございます。 

次に民生費でありますが、まず障害者自立支援事業につきましては、各障害者自立支援事業の

利用者数の見込み変動に伴う減額でありまして４６９万５千円の減額、福祉サービス事業につき

ましても利用者数の見込み変動に伴う減額でありまして１４１万８千円の減額、老健委託料につ

きましては２８６万５千円の減額でありまして、介護老人保健施設きよさとの指定管理運営業務

委託料の実績見込みによる減でございます。ケアハウス整備事業１５６万８千円の減につきまし

ては、実施設計委託料、地耐力調査業務委託料、植樹移設工事請負費それぞれ執行残を減額する

ものでございます。児童手当支給事業４５０万円の減額につきましては、需用費の減及び児童手

当から特例給付への区分変更受給者の増に伴う減額でございます。斜里地域子ども通園センター

運営費負担事業につきましては通所人数の増によりまして１３３万円を増額補正いたします。介

護保険事業特別会計繰出事業につきましては給付及び事務実績に基づきまして２５３万４千円を

増額いたします。その他を含めまして民生費の合計は１千４０７万５千円の減額でございます。 

続きまして衛生費でございます。まずミニドック事業につきましては特定健診及び各種がん検

診などの受診者の減により委託料３００万円を減額するものでございます。保健福祉総合センタ

ー冷房設備更新事業につきましては、更新工事の執行残２５２万円を減額するものでございます。

発電機設置事業につきましては保健福祉総合センターに非常用発電を設置した際の工事入札執行

残８９６万円を減額するものでございます。清掃センター長寿命化改修事業につきましても事業

執行残４２６万３千円を減額するものでございます。 

農業集落排水事業特別会計繰出事業につきましては、分担金の増に伴う歳入の増と管理費の減

に伴う歳出の減額により１６７万９千円を減額するものでございます。その他を含めまして衛生

費の合計は２千５８４万８千円の減額でございます。 

次に農林水産業費であります。まず、農地整備事業でありますが事業執行残として３５２万２

千円を減額いたします。造林推進事業費補助事業につきましては、事業量の減に伴いまして１３

２万５千円を減額いたします。焼酎事業特別会計繰出事業につきましては人件費分及び備品購入

費分あわせまして１２４万３千円を減額いたします。その他を含めまして、農林水産業費の合計

は７６０万１千円の減額でございます。 

続きまして商工費ですが、住宅リフォーム促進事業につきましては住宅リフォーム者数の実績

に基づきまして１９９万１千円を減額いたします。緑清荘屋上防水改修事業につきましては、改

修工事にかかる執行残１９０万円を減額いたします。その他を含め商工費の合計は５６９万６千
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円でございます。 

次に土木費でございますが、まず４線道路改良事業につきましては国の交付金配分の減額によ

り事業実績が減となっておりまして、３千４３９万４千円の減額となってございます。橋梁長寿

命化事業につきましても同じく国の交付金配分の減額によりまして、４千９３６万６千円を減額

いたします。公営住宅建設事業につきましては執行残として２３６万１千円を減額いたします。

その他含めまして土木費の合計は９千９８万３千円の減額でございます。 

次に消防費ですが、斜里地区消防組合本部負担金及び清里分署負担金あわせまして５７０万５

千円の減額でございます。 

次に教育費でございますが、まず、教職員住宅整備事業につきましては国の交付金を活用しま

して清里小学校周辺に１棟１戸の教職員住宅を追加新設するものであります。工事請負費施工管

理業務委託料等合せまして２千８６４万円の増額補正であります。なおこの事業につきましては、

平成２９年度に繰越事業として実施をしていくということでございます。各種大会等参加費補助

事業につきましては実績に基づき１５０万円を減額いたします。緑スキー場圧雪車更新事業につ

きましては、圧雪車購入に係る経費の執行残２９０万６千円を減額いたします。給食センター施

設管理事業につきましては需用費でありまして燃料単価の減によります執行残１７０万円の減額

でございます。その他を含めまして、教育費の合計は１千７９０万円の増額計上でございます。 

災害復旧費につきましては、災害復旧事業と農地災害復旧補助事業あわせまして３９３万３千

円の減額であります。歳出の補正額５千３５６万４千円となります。 

続きまして歳入の御説明をいたします。まず、町税でございますが２千３０万円の増額補正と

なっております。内訳としましては個人町民税２千２０万円の増額、法人町民税１６０万円の増

額、固定資産税２００万円の増額、国有資産等所在市町村交付金３００万円の増額、軽自動車税

２００万円の増額、町たばこ税８０万円の減額であります。分担金及び負担金につきましては民

生費分担金、農林水産業費分担金、教育費負担金、合わせまして３６７万６千円の増額補正であ

ります。使用料及び手数料につきましては総務使用料から土木手数料まで記載のとおりでありま

して、合計７２万５千円の増額補正でございます。国庫支出金につきましては４千９３１万１千

円の減額でありまして、内訳は右記載のとおりでございます。道支出金につきましては１千２５

１万１千円の減額補正でございます。内訳は記載のとおりとなっております。 

財産収入につきましては、利子及び配当金、不動産売払い収入、物品売払収入あわせまして２

１２万６千円の増額補正であります。繰入金につきましては林野基金及び公共施設整備基金合わ

せまして、２千８万９千円の減額でございます。諸収入につきましては記載のとおり合計２千３

５万３千円の減額でございます。町債につきましては臨時財政対策債他合わせまして、４千８１

０万円の増額補正となってございます。寄付金につきましては総務寄付金及びふるさと寄附金あ

わせまして７８５万円の増額補正でございます。残り地方特例交付金と地方交付税につきまして

は、今回すべて予算化するということで充当してございます。地方特例交付金２１万円。地方交

付税６千７８４万１千円であります。 

現計予算額５２億２２４万３千円に５千３５６万４千円を追加しまして、補正後の予算額が５

２億５千５８０万７千円となります。以上が平成２８年度一般会計補正予算第８号の全体の概要

でございます。 
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○勝又委員長 

 はい。②番も一緒にやってもらう。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

続きまして、次の２ページをお開き願います。今回の８号補正の主だった事業の企画政策課所

管分の事業でございます。私の方からは一番上の基金管理運用事業を御説明し、情報交流施設整

備事業と住宅リフォーム促進事業につきましては、地域振興グループの清田主幹よりご説明いた

します。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費基金管理運用事業でございますが、公共

施設整備基金及びふるさと事業基金等に積立を行うものでございます。内訳としましては財政調

整基金に１１０万円。公共施設整備基金に２億３千２９８万５千円。減債基金は今年度の予算額

から１千３６０万２千円を減額。ふるさと事業基金のふるさと寄付金分が６７５万円。流木の売

払収入分が１２７万９千円ということで、積立をしてございます。補正額の合計は２億２千８５

１万２千円でありまして、その他財源が２９４万９千円の減、残り２億３千１４６万１千円が一

般財源でございます。私の方からは以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい主幹。 

 

○企画政策課主幹 

続きまして地域振興グループ所管分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、平成２８年度の主な事業の実績における不要額の減額の補正でございます。２行目の２款総

務費、３項開発促進費、１目企画振興費の情報交流施設事業につきましては、入札執行における

工事請負費の減で５０４万円の減額でございます。財源内訳は国庫支出金５００万円の減、町債

８１０万円の増、一般財源８１４万円の減額として計上しております。 

次に６款商工費、１項商工費、１目商工振興費の住宅リフォーム促進事業につきましては住宅

の改修解体数の減による事業費１９９万１千円の減額でございます。財源内訳は全額一般財源で

ございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただ今①番補正予算第８号についてと、②番の企画政策課所管分について説明がございました。

委員の皆様方から質問等ございましたら。池下委員。 

 

○池下委員 

 住宅リフォームの関係でお聞きしたいんですけれども、今回１９９万１千円の減額ということ

ですけれども、件数は１９件実施ということになっております。 

実は町の中に住んでいる個人の住宅を持っている方は、結構こういった事業があると知らない

人がいるのが最近ちょっといろんな方から耳にする話でありまして、私も広報等に載ってはいる

んですけども、そんなに回数も多くはないかと思っているんですが、町に住んでいる方であれば

こういった事業があって、３０万でもいただけると助かる人が多いんで、できるだけ広報をもっ

と充実してお知らせをいただきたいなというふうに思っています。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまご意見いただきました。うちの所管のＰＲも少ししなきゃいけないなというふうに感

じております。今、ご意見いただきました広報並びにリフォームする部分が町内の業者で、その

町内の業者の方々からも使えるよということをしていただいているみたいで、そうした部分も含

めて、来年度発行を予定しております今年の仕事もなるべく早い段階で発行を予定しております

し、いろいろな媒体を使いながら、きめ細かな町民の方々に浸透するように今後も広報活動した

いと思っております。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんから。ありませんか。進みます。③清里町過疎地域促進市町村計画の変更について。

課長。 

 

○企画政策課長 

 それでは私の方から清里町過疎地域促進市町村計画の変更について説明させていただきたいと

思います。地域自立市町村の変更につきましては、過疎地域自立の特別措置法の規定で市町村計

画を変更する場合、議会の議決を求められているものでございます。３ページをお開きいただき

たいと思います。 

今回の変更理由につきましては、本町の医療体制及び子育て支援を確保して、安全で安心な地

域生活の提供を確保するものでありまして、２つの項目を追加するものでございます。４ページ

をお開きください。４頁は、医療の項目の記載のところでありまして、町内医療体制の確保の事

項を追加してございます。５ページをご覧ください。５ページにつきましては、学校教育の振興

の項目に記載しておりまして安心して子供を産み育てるための支援。この事項を追加してござい

ます。これらの追加記述をすることによりまして、平成２９年度の主たる事業でもあります診療

所の支援の対策事業でありますとか、学校給食補助事業等が過疎対策事業債の対象となる可能性

があるということでありますので、こういった部分を計画の方に載せていくということで、議会

の議決をいただきたいというふうに思っております。ご理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 過疎地域促進市町村計画の変更についてでした。各議員さんから意見等ありませんか。進めま

す。④番清里町観光振興計画について。 

 

○企画政策課長 

この清里町観光振興計画につきましては、前々回の方で、常任委員会で原案のご説明をさせて

いただきました。その中でいろんな御意見を賜りました。また先日まで行われておりましたパブ

リックコメントにつきましては、住民の方々からの御意見はございませんでした。そうしたこと

から、常任委員会でいただいた計画の検証の必要性がありますとか、具体的な実行計画、そうい
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ったものを、今後の過疎計画にあたり十分にそれらを踏まえた形の計画を遂行してまいりたいと

いうふうに思いますんで、ご了承を賜りたいというふうにします。 

また今後の日程につきましては、策定委員会の方から町長への報告につきましては３月２日を

予定してございますし、計画の発行については３月１０日ごろを予定しておりますので、発行出

来次第、議員各位の皆様方にお配りをしていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 ただいま観光振興計画についての説明ございました。委員の皆さんから。河口委員。 

 

○河口委員 

振興計画については、注目していた部分がたくさんありまして、それで先日発表されまして、

内容について確認させていただいている中で、町民からのパブリックコメントを広報の中で２月

１日から２月２１日までパブリックコメントを受け付けています。各支所・役場・きよ～ると案

内が広報でされていました。それで今、課長から一切なかったということは、振興計画そのもの

は、町の事業を町がやるんだよということでは無く、あくまでも町民それぞれの立場でやるんだ

よということがこの振興計画の中身なんだろうと。どこのセクションがこの部分についてはやっ

ていきますという計画は非常に大事な部分だと思うんですけども、その中で町民の意見を聞くス

タンスが何とか別の方法ないだろうかということで、各所管に一度お話ししたと思うんですね。

それで一切ありませんという今の回答は非常に私自身残念。これは町民の意識の問題も確かにあ

るんですけども、広報で役場と支所ときよ～るの窓口にありますので、パブリックコメントをお

願いして、わざわざそこへ出かけてこれに対する意見を言える町民ってどれだけいるだろうかっ

ていったときに非常に難しい。まっ先にここに該当する、例えば商工会の幹部って言いますか、

そういう方々、直接関係する方々にぜひ意見を聞いてほしいということでお願いしても、広報で

各窓口がありますからということだけじゃなくて、あえてパブリックコメントをどうでしょうか。

こうやって１年かけてつくり上げたものに対して意見をぜひお願いしたいというスタンスをぜひ

とっていただきたかったなというのが私の意見です。 

この中身についてはこれからまだまだ検査しなきゃならん部分たくさんあると思うですけど

も、いろいろな形のパブリックコメント、過去あったと思うんですが、無いのが当たり前じゃな

くてどうやってパブリックコメントをもらってくるかという工夫をぜひやってほしいんですね。

なかなか町民自ら役場まで出かけていって広報を見てパブリックコメント書く人なんていうのは

本当に稀っていうか、現実はいなかったってことですから。例えば商工会長あるいは事務局長で

もそれぞれセクションに入っている方は別としまして、それでない方清里農協の組合長だとかい

ろいろいるんだと思うんですね。それぞれここに関係する方のコメントをどうやってとっていく

かということも、是非これからは自らこの計画書を送ってコメントいただく。そういう働きかけ

って非常に大事じゃないかなと私思っていますので、そのへんはぜひお願いしたんですけど。全

くできないという理由は何かあったんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 
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○企画政策課長 

 まず、今河口委員の方からお話ありました、その関係機関へのトップの方にもということだと

思うんですけども、直接私とその具体に意見を酌み交わしたということはなかなか出来な 

かったわけですけども、この委員会そのものに、当然その観光協会を代表して商工会を代表して、

または農協を代表してということで、委員の方々に集まっていただいているという部分もござい

ます。そして今河口委員の方からご指摘ありましたトップの方にもしっかり見てみてもらってく

ださいというような話もございます。これについては今日の委員会ではなくて、河口委員が先日

うちの所管に来ていただいてそういう話を聞きましたんで、早速その日に農協や商工会に出向い

てしっかりと目を通していただいてという話もしております。そういった部分で総体的なこの計

画についてはおおむね理解をしていただいているというふうに町としても担当としても掌握をし

ているところでございます。 

そういったことから先ほどそれから前々回の委員会で申し上げましたとおり、このベースを活

かして、今後は必要に応じた実行計画でありますとか、検証でありますとか、また細かい部分、

観光といってもかなり今は非常に幅が広い奥が深いものになってきておりますので、一つ一つの

実行する時にきめ細かい打ち合わせなり協議なりということを進めてまいりたいというふうに思

いますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

それから観光計画だけではなくて全体のパブリックコメントのお話だったかなというふうに思

いますけども、全体のパブリックコメントについても委員が言われた通り、今後ホームページの

見やすいところに掲載したり、いろんな部分を通して町民の方々もパブリックをしやすい環境整

備の方も検討してまいりたいと思いますのでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 大変申しわけございません。一部お願いをした部分についてはアクションを起こしていただい

ていたということで。私は関係するそれぞれの方に中身どうでしたかということでお聞きした時

に、全然そういうコメントなかったものですから。十分にその辺が把握されてないということな

のかなと思っていますので、いずれにしても非常に大事な部分なんだと思います。これからのこ

の町の将来のために、この観光という事業がどういうふうにみんなが組み立てていくかという非

常に大事な部分だと思いますので、３月の一般質問の中ではこの観光計画をしっかりと私も町長

に確認させていただきたい項目のひとつになっていますので、ぜひ、その辺含めまして将来やっ

ぱり町民皆でこの事業については理解していかなきゃならん部分たくさんあると思いますので、

是非その辺きよ～るっていう情報発信施設ができました。ここを利用しまして町民にできるだけ

解りやすい、内容がすぐ理解できるような工夫をぜひやっていただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 今後とも河口委員の御意見も踏まえて、この観光計画を十分にベースにしながら、この観光計

画を活かせれるような観光推進を行ってまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を

賜りたい。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。全体を通して質問漏れありますか。はい加藤さん。 

 

○加藤副委員長 

 過疎地域自立推進計画の変更の中における医療体制の確保のための項目を加えているってい

う、これ良いことだと思うんですが、この中で診療所支援クリニックに対しての支援策は決まっ

ているわけですが、ここに書かれているとおり、この安全な町内の医療体制を確保するという環

境になる。この医療というのはいろんな部分があるという観点の中でとりあえず明年度からクリ

ニックについての支援はあるんだけども、整骨だとか皮膚科だとか歯科だとか今現在清里にある

この中で行政として基本的にどういう形の医療を守っていくのかというあたりを総合的にきちっ

と整理された中でこの偏らない本当に安全で安心な医療が受けられるような環境づくりのための

方法はどうなのかということも、具体的にひとつ今後提案要望いたします。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回は今、副委員長おっしゃられたように過疎計画にこういった記述を載せないと過疎債とか

そういうところの対象になってこないという部分がありますので、しっかりと過疎計画に載せて、

必要に応じてこういう記載を使う場合に載せていくということで御理解をいただいていると思い

ますけども、今副委員長御指摘のとおり、今後いわゆる国だけではなくて、いろんなトータル的

な医療体制の支援なり確保なりということが必要になってくるのかなというふうに思っておりま

すので、保健福祉課やいろんな関係機関と連携してそういった部分の充実またはそういう取りこ

ぼしがないように行ってまいりたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他に委員さん全体を通して質問漏れありましたら。ありませんか。なければ

以上もちまして企画政策課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 議会費予算について事務局。 

 

○議会事務局主査 

２９年度議会費当初予算をご覧ください。基本的な内容については変更というものはございま

せん。中ほどに費用弁償これは旅費なんですけれども、この中身について、今年度は任期３年目
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ということで道内所管事務調査と北海道町村議会研修の旅費を計上しております。昨年と比較し

ては１８０万８千円と大きく減額となっておりますけれども、アカデミーとか道外所管事務調査

とかそういったものの差額であって、旅費自体が減らされたということではございませんのでよ

ろしくお願いします。 

あと内容については、事務の経費だとかはほとんど変わりなくなっております。以上でござい

ます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今議会事務局より平成２９年度一般会計当初予算についての説明がございました。

委員の皆様ありますか。ありませんか。無いようですので終わります。大きな３番、道外所管事

務調査報告について、事務局。 

 

○議会事務局長 

 それでは道外所管事務調査報告でございます。昨年の１１月に実施しました、所管事務調査に

ついてそれぞれ議員さんにいただきましたレポート等も整理いたしまして、今回報告書を提出し

てございますので、内容を確認していただきまして一度確認をしていただきたいと思います。 

なおその後、再度今後の作業として字句等を整理して３月の定例会に提出したいと考えており

ます。よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今議会事務局より道外所管事務調査の報告についての説明がございました。皆様方

からありませんか。なければ終わりたいと思います。大きな４番次回委員会の開催について。事

務局。 

 

○議会事務局長 

 ３月の２７日月曜日を予定しています。 

 

○勝又委員長 

 ３月２７日月曜日ということで次回の委員会よろしくお願いいたします。 

大きな５番その他事務局ありませんか。委員の皆様。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 今日はこの後産業常任委員会がありますし、終わった後に町内の所管事務調査ということで今

回建築ということで職員住宅それから教職員住宅を視察するわけなんですが、我々総務文教、産

業どちらも入っていろいろと委員会がある度に協議するわけですが、実は意外と町内の所管事務

調査を行っていないんではないかなというふうに。私はそこで焼酎工場もいろんなものが劣化し

ているのではないかと思います。それから神の子池に関しては木道に農業整備事業も行っており

ますし、トイレ等の問題もあります。それからさくらの滝に関しても観光期には年間６万人も７

万人は今現在どういう状況なのか。我々議会としても町内の所管事務調査を行った方がいいので

はないかというふうに私は思っております。今冬期間でありますので屋外に関してはなかなか行
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く機会がありませんけど雪が解けると同時に、我々もそういうことで動いていったらどうかとい

うふうに私は思うんですが、皆さんちょっとその辺の意見を交わしたいというふうに思いますが。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今池下委員より町内の所管事務調査をするということで、今日は職員住宅なり教員

住宅の視察をするということなんですけど、全体的に町内の事務調査を行われてないということ

で、神の子池なり、さくらの滝または焼酎工場等取り扱ってはどうかということで意見がござい

ましたけども。皆さんどうでしょうかね。よろしいということです。 

 

○池下委員 

 両常任委員長で色々と話し合って推し進めていっていただければというふうに思っています。

よろしくお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 それでは今後両方の常任委員長の中で一応協議した中で町内の所管事務調査を実施していくと

いうことで取り進めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。その他ございます

か。ありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第３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１０時１３分） 

 


