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第８回総務文教常任委員会会議録 

令和元年 11月 15日（金） 

開 会  午前 ９時  5分 

閉 会  午前 11時 37分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●生涯学習課 

 ①平成 31年度（令和元年度）「全国学力・学習状況調査」の結果概要について 

 

●総務課 

 ①令和元年人事院勧告並びに地公法改正に基づく条例の一部を改正する条例 

（関連 3条例）について 

②会計年度任用職員制度について 

③温泉施設使用料の見直しについて 

  

●企画政策課 

  ①令和元年度一般会計補正予算（第 4号）について 

  ②第 6次清里町総合計画策定審議の経過等について 

  ③清里町交通支援策（案）について 

  ④清里町商工会ポイントカード事業について 

  ⑤国プレミアム付商品券事業について 

 

２．懇談会で出された意見・要望等について 

  ・コミットの活用方策について 

  ・空き店舗対策について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委 員 長   池 下   昇    副委員長  堀 川 哲 男 

     委  員   前 中 康 男    委  員  村 島 健 二 

      委  員   勝 又 武 司    委  員  古 谷 一 夫 

    委  員   岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠 
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○欠席委員    なし 

 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

■生涯学習課長      原田 賢一    ■生涯学習課主幹    三浦  厚 

■学校教育Ｇ総括主査   泉井 健志 

■総務課長        藤代 弘輝    ■総務課主幹      樫村 亨子 

■管財Ｇ総括主査     北川  実    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

■保健福祉課長      野呂田成人 

■企画政策課長      伊藤 浩幸    ■企画政策課主幹    阿部 真也 

■まちづくりＧ総括主査  新輪 誠一     ■地域振興Ｇ主査     横畠 敏樹 

■まちづくりＧ主査    長屋 智洋    ■まちづくりＧ主査   薗部  充 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長   溝 口 富 男 

    書  記   世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  ただいまから、第８回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 第８回総務文教常任委員会を開催いたします。 

まず、生涯学習課１点案件がありますので、説明をよろしくお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 生涯学習課からは、平成 31年度全国学力学習状況調査の結果・概要について御報告をさせて

いただきます。１ページをご覧ください。本調査の目的でございますが、教育政策の成果・課題

を検証いたしまして、改善を図ること。また児童生徒への教育指導の充実。それから学習状況の

改善を図ることそしてさらには教育に関する継続的な検証改善サイクル。この確立を図ることと

なっております。 

本年度の調査の概要でございますが、実施日は４月 18 日木曜日、全国一斉に行っておりま

す。参加状況につきましては町内小学校６年生が 34名、中学校３年生が 29名となっておりま

す。調査の内容は教科に関する調査としまして、小学生は国語と算数、中学生は国語と数学、そ

して英語となっております。なお昨年まで実施されておりました各教科のＡ問題・Ｂ問題。この



‐3‐ 

 

区分は本年度よりなくなっております。また質問紙調査といたしまして、児童生徒の生活習慣や

学習意欲、学習方法、各教科の学習などに関する調査も行っております。 

では３番目の調査結果の概要でございますが、本町においての結果の公表につきましては、学

校間の過度な競争を避けることや地域の特性、プライバシーに配慮する観点から、小学校全体及

び中学校全体の結果について正答率の数値ではなくグラフ等により、国・道との比較・分析を行

って、その結果を文言で表現することとしております。また質問紙調査の結果についても公表す

ることとしております。 

では、（１)教科に関する調査についての結果でございます。平均正答率による全国及び全道と

清里町の比較ですが、全道・全国とのポイントの差により低い、やや低い、ほぼ同じ、やや高い、

高い。この５段階で示しているところでございます。小学校につきましては国語、算数ともに全

道・全国よりも本年度は低い、もしくはやや低いという結果になっております。中学校につきま

しては国語が全国平均よりもやや低い状況でございますが、それ以外は全道・全国平均とほぼ同

じ結果となっております。 

次のページをご覧ください。②教科領域別の傾向でございます。各教科の領域別に全国を 100

とした場合の全道及び清里町の状況を示しております。細かい点線が全国平均の 100でござい

ます。この線よりも外側であれば、その領域は全国を上回っており内側ですと下回っているとい

うことになります。小学校６年生につきましては国語の読むことを除きまして全国を下回ってい

る状況です。特に算数の量と測定については課題となっているところでございます。中学校３年

生の部分でございますが、おおむね全国と同じ状況となっておりますが、英語の書くことと数学

の図形の分野で少し課題がございます。 

次に右側３ページをご覧ください。これは問題形式別の傾向を示しているものでございます。

上の小学校６年生につきましては算数の記述式に課題がございます。また下の中学校３年生につ

きましては英語、数学ともに記述式に課題が見受けられます。 

では次に４ページをご覧ください。質問紙調査の結果でございます。質問が多岐にわたってお

りますので、特徴的なものをピックアップして御説明いたします。なお表につきましては、上段

が清里町、中段が全道、後段が全国の結果でございます。比較につきましては上段が前年度の清

里町との比較、中段が全道との比較、後段が国との比較差を示しているところでございます。 

１番目から９番目までは主に児童生徒の意識について、10番目から 13番目が児童生徒の家

庭学習や読書の実態について。14番目から 22番目が教科に関する質問、そして 16番目から

20番目が調査問題についての質問となっております。小学校６年生につきましては７番目、学

校に行くのが楽しいと回答している清里町の児童の割合が全道・全国と比較して高い状況となっ

ております。 

逆に４番目の将来の夢や希望を持っている、それから６番目の難しいことでも失敗を恐れない

で挑戦していると回答した児童の割合が全道・全国平均よりも低くなっているところでございま

す。中学校の３年生につきましては、６番目の難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している、

７番目の学校に行くのが楽しいと思うと答えた生徒の割合が全道・全国平均よりも 10 ポイン

ト以上低くなっております。 

なお、小学生・中学生ともに９番目の、いじめはどんなことがあってもいけないことだと思う

と答えた児童生徒の割合は 100％となっております。さらに教科に関する項目でございますが、

小学校６年生では 14 番目の国語の勉強が好きだ、それから 16 番目の国語の授業はよくわか
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ると回答した児童の割合が、全道・全国平均よりも低くなっております。 

また中学校３年生につきましては 17 番目の数学は好きだと回答した生徒の割合は全道・全

国よりも 20 ポイントほど高くなっているものの、19 番目の数学の授業はよくわかる、20 番

目の英語の勉強は好きだと答えた生徒の割合は全道・全国よりも低い状況となっております。 

以上、調査結果の概要を説明いたしましたが、数字はあくまでも平均値でありまして本町の場

合、全体数が非常に少ないことから極端な児童生徒がいる場合平均値に大きく影響を及ぼすこと

となりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

また年度による変動は学年ごとの個性もございますから一喜一憂するものではないと教育委

員会事務局としてはとらえております。いずれにいたしましても、この結果を学校が中心となり

まして検討協議をし、すべての子供たちに必要な学力を保証するために学校のみならず、家庭、

地域、また教育委員会が連携しながら学力の向上、そして生活習慣の改善に向けた取り組みを行

ってまいりたいと考えております。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま課長の方より全国学力学習状況調査の報告がありました。委員の皆さん、何か御質問

がありましたらお聞きしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 学力について色々な部分で清里の場合、生徒数が少ないので、色んなひずみと言いますか、数

字が極端に出てくるという形でプラス 28 だとかマイナスいくらだとかという極端な数字が出

てくるという形があろうかと思うんですが、ただ気になったのは学力以外の質問紙調査の生活態

度とか学習意欲だとか小学校・中学校みても、極端にちょっと特に自分には良いところがあるだ

とか、先生はあなたの良い所を認めてくれる、将来の夢だとか、色んなそういった失敗を恐れな

いで挑戦しているという生き方の問題だとか、生活態度のところが小学校・中学校、極端に低い

数字が出てきているということに対して危惧を感じる部分があって、今後教育委員会や学校長

会、各種のそういった関係の会議等で今後の対応について検討されると思うんですが、特に来年

新しい教育推進計画がつくられていく時において、学校教育における生き方とか生きる力の育成

ということで課題を残しての数字から事実として垣間みえる部分がある中で、今後のそういった

対応について現段階で教育委員会としてどう捉えているか、今の段階での考え方をお示し頂けれ

ばと思うのですが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの古谷委員の御指摘でございますが、私ども教育委員会事務局もこの数字については

同じような危惧を感じているところでございます。特に夢や希望、難しいことをチャレンジしよ

うとする意欲が低い、これは大変大きな問題というふうに捉えております。これは今後、教育委

員会のみならず学校とも協議をしながら原因の究明をしていかなければならないと考えており

ますが、やはり１つには非常に本町、恵まれた環境の中で児童生徒が育つ。その中でひと昔前の
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ふた昔前でしょうか、よく言われていたのは、そのハングリー精神ということ。この言葉が現代

でも通用するか、これはまた別な問題ではございますが非常にチャレンジをしなくても非常に生

活のしやすい、学習のしやすい非常に整った環境がある。それが子供たちの発達に大変良い部分

に作用しているという部分ではいじめが少ないですとか子供達が仲良く喧嘩をしない、そして挨

拶をする、非常に良い児童生徒が育っている反面、がむしゃらに上を向いてチャレンジしていこ

う、その意欲が欠けている。そういう状況に繋がっているのかなというふうには感じているとこ

ろでございます。いずれにいたしましても今後単に学力の数字を上げるというための計画・方策

ではなく人間力、生きる力を高めるための方策、これは学校教育のみならず社会教育と連携した

中で今後の計画に反映させていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 課長からお話があったとおり、私も朝、毎日のように小学生や中学生と会ったりすると非常に

礼儀正しいですし、優しいですし、挨拶もしっかりするという事に関しては、非常に清里の子供

たちの良い特性というものを普段から感じるわけなんですが、逆に一方では、そういった恵まれ

た環境条件の中で、やっぱりこういう生きていく力みたいなそういった前向きに物事を取り組ん

で、新しい物にチャレンジするという事が欠けているとするならば、教育委員会だけではなくし

て、やっぱり学校教育の中でのさまざまな諸活動や家庭教育も含めた中である一定の方向性とい

うことについて正面から向き合って、やはりきちんと教育作用がなされていくという方向性がや

はり今後次の課題としてやはりアプローチしていく必要性があるというふうに認識するところ

ですので、今後協議会又は学校長会議又はＰＴＡなどを通じながらまた来年作成されるであろう

教育推進計画の中においてその辺についてしっかりとアプローチをしていただきたい。このよう

に考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 近年、教育は地域の皆さんの力を借りながらということでのコミュニティースクール等の事業

が始まっているところでございますが、それと同時に私ども課題としている家庭教育、家庭との

連携、ここが１つのポイントになるのではないかというふうに考えております。いずれにいたし

ましても、地域、そして学校、家庭、ここが共通認識を図りながら進めていくこと、これが肝要

かというふうに考えておりますので今後計画等に反映させていきたいと考えております。以上で

ございます。 

 

○古谷委員  

了解しました。 
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○池下委員長 

 他にありませんか。 

 

○堀川副委員長 

 単年度の調査で一喜一憂する必要はないとは思うんですけれども、自分がびっくりしたのは４

ページの 20 番、英語の勉強が好きだというのが３割にいかないというところなんですけれど

も、うちの町は英語教育に力を入れている町だというふうに認識しているんですけれども、英語

が好きだということは授業だけではなくて、小学校からの英語に対する親しみですとか、そうい

う部分というのがあるとすれば、学校だけの問題ではなくて教育委員会全体の問題として捉えな

ければならないと思うんですが、この状態が継続的に続いているのであれば、かなり危機感を持

って教育委員会も考えていかなきゃならないと思いますし、この数字は数字としてやはり真剣に

受けとめなきゃならない数字なんだろうなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 英語に関しましては今年度初の質問紙調査でございますので、今後傾向を見ていかなければな

らないというふうに思っております。一つ言えることは英語の勉強が好きですかという数字が低

いんでございますが、逆に英語の勉強は大切だと思うという部分に関しては逆にプラスになって

いるということもございます。その辺も含めて教科が好き嫌いということと、それを児童生徒が

大切に思うか、またこれは別の部分なのかなというふうに考えております。 

また中学校につきましては英検を取得しようとする生徒も非常に増えてきておりますから、そ

ういう意味では意欲という部分では決して低いものではないというふうに考えております。しか

しながら本町、現在、幼稚園・保育所から外国人英語講師を導入いたしまして、外国の文化や言

葉に触れるということをやってきております。今後、その辺のあり方も学校との連携を図ってい

き適切なのかどうか、その辺の検証もしながら次年度の数字も見ていきたいなというふうに思い

ますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川副委員長 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 いいですか。他に。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと参考的に聞いておきたいんですけど、中学校あたりは去年から見るとあまり良い数字

じゃないような気がするんですよね。もう少し全国平均と比べても小学校はそうでもなかった

が、中学校は結構良い部分も出てきたような気がするんですけど、近隣の町村の結果とかそうい

うものも全体的にこういう傾向になっているのかどうか、そこら辺を教えて欲しい。 



‐7‐ 

 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 中学校の過去の実績でございますが、実は昨年度は今年度より低くなっております。全道・全

国よりマイナスが出ております。しかしながら平成 27、８、９年度につきましては全道・全国

よりも高いというふうになっておりますし、中学校おおむね昨年以外については全道・全国より

高い状況になっておりますので、若干昨年が数字的に悪かったと。本年度についてはまた例年程

度には持ち直しているのかなというふうに考えております。申し訳ありません、今、管内の資料

を手元に持っておりませんが管内全体の数字を合算した平均でいきますと、ほぼこの前新聞にも

掲載されておりましたが、オホーツク管内、全道平均よりも全教科若干低い状況となっていると

ころでございます。 

 

○堀川副委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 先ほど課長の方から人間力なり、また生きる力をつけるというようコメントがあったわけです

が、今回のこの数字だけで一喜一憂する部分ではないという話なんですがけど、ここの子どもた

ちが、ほとんど半分もうちの町に残れないような中で都会へ出て行って仕事をしなくてはならな

い、将来的には。そう考えたときに、確かに大自然の中で恵まれた環境というのはいいんですけ

ど、やはり少し先ほど言われたような貪欲な感じのそういう１つの精神も養っていかなくちゃい

けないということはやはり根底に持ってないと。ただ、そういうことできちんと教育していかな

いことには、ほとんどの人間がここに残って今後とも住んでいくのであれば、それはそういうお

おらかな気持ちでいいのかもしれませんけども、一概にそう言えない部分なのかなと感じるんで

すが、そこら辺も含めて指導していただきたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 勝又委員の御指摘の部分でございますが、今後このような認識。保護者の方にも御理解を今後

いただいていかなきゃならないのかなというふうに思っております。皆さん御承知のとおり、近

年非常にマスコミ等でも教育分野に関しては非常にナーバスに反応し、そしてそれが保護者の皆

さんも敏感に感じ取って、いろんな発言をされている現状がございます。 

しかしながら子供たちの将来をきっちりと保護者の方にもイメージをしていただいて、それを

保護者、地域、学校を共有しながら教育活動をやっていき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。 
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○池下委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。 

それでは生涯学習課全般として何か御質問があれば受けたいと思います。 

 

○生涯学習課長 

 よろしいでしょうか。 

 

○池下委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○生涯学習課長  

すみません。１点、口頭で報告をさせていただきます。９月定例会でご同意いただきました居

城教育委員につきましては 10月１日に辞令交付になっております。同日、教育委員会が開催さ

れまして、前石井教育長職務代理者の後任といたしまして福田一成教育委員が教育長職務代理者

に指名されましたのでご報告をいたします。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 それではよろしいですか。それでは生涯学習課終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 引き続き、総務課進めていきたいと思います。３件ほど案件が出ておりますので１件ずつ説明

をお願いしたいと思います。課長。 

 

○総務課長 

 本日の総務課の提出案件についてですが、①といたしまして今年の人事院勧告と、地公法改正

に伴います町の関連条例の改正内容、②といたしまして来年度から始まります会計年度任用職員

制度の制度設定の概要、③として先の委員会でお話ししました、緑清荘の宿泊料と入湯料の見直

し案となっておりますので、順次担当より説明させていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○総務課主査 

それでは私の方から令和元年の人事院勧告並びに地公法改正に基づく条例改正につきまして

ご説明申し上げます。１ページをご覧下さい。 

既に 10 月の常任委員会においてご説明させて頂きました令和元年人事院勧告に基づいた国

の給与法改正法案が、現臨時国会において審議されております。また併せて地方公務員法の改正

により、失職規定の見直しが行われておりますので、これらを受けまして本町の条例改正につい

て提案するものでございます。 

なお、国の給与法改正法案に盛り込まれております住居手当の見直し部分につきまして、本町
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の住宅事情により手当が減額となる職員が大半であることから、国と同様の改正を行うことは地

域の実情に反するものとして、今回改正を見合わせておりますのでご報告いたします。 

２の改正内容としまして（１）給料及び手当に関する内容であります。一般職の給料表改定及

び勤勉手当の引上げ、特別職及び議会議員の期末手当の引上げとして、具体的には①一般職の給

料表について初任給及び若年層（30歳台半ば）までを中心に平均 0.1％引上げるもの、②一般

職勤勉手当及び特別職と議会議員の期末手当を 0.05 月分引上げるものであります。手当の

0.05月分について、今年度は 12月期分において引上げ、来年度以降はその 0.05月分を６月

と 12月に均等となるよう 0.025月分ずつに配分する改正となってございます。 

（２）の地方公務員法の改正に関する内容としまして、令和元年６月 14日に公布されました

一括整備法の中で、地方公務員法の一部改正が行われ、成年被後見人等に係る欠格条項その他の

権利制限が撤廃されたことから、本町給与条例上の失職に関する規定について整理するものであ

ります。 

３．一部改正が必要となる関係条例は記載の３条例となります。 

４．施行期日につきましては、３条例ともに公布の日から施行する部分、令和元年 12月 14

日から施行する部分、そして令和２年４月１日より施行する部分と、それぞれ段階的に施行する

ものでございます。 

（１）公布日から施行するものとして、町職員の給与条例における給料表及び 12月勤勉手当の

0.05月分の引上げ、議員報酬条例並びに町長等の給与条例における 12月期末手当 0.05月分

の引き上げでありますが、一般職給料表の改正についてのみ平成 31 年４月１日に遡って適用

となります。 

（２）令和元年 12月 14日から施行するものとして、町職員の給与に関する条例のうち失職に

関する規定を削除する内容について、国の法案の施行に合わせて施行するものです。 

（３）令和２年４月１日より施行するものとして、記載の３条例について今年度 12月期末時に

引き上げる期末勤勉手当 0.05月分を、６月と 12月期に均等に配分する内容であります。 

新旧対照表につきましては、２ページから５ページにかけて町職員の給与条例、６ページから

７ページにかけてが議員報酬条例並びに町長等の給与条例について記載しております。いずれの

条例も第１条関係が今年度の改正内容、第２条関係が令和２年度以降の改正内容となっておりま

す。なお、給料表については記載を省略させて頂いておりますのでご了承ください。 

また、今回の改正に伴い 500万円程度の所要額を見込んでおりますが、当初予算の人件費総

体の範囲内において執行が可能であることから、一般会計職員に係る人件費補正予算は計上して

おりませんのでご報告致します。 

以上で、人事院勧告並びに地公法改正に基づく給与条例改正について説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より人事院勧告の条例の一部改正について説明がありましたけれども、委員の皆

さん何か御質問があればお聞きしたいと思います。よろしいですか。 

それでは②の会計年度議員職員制度について説明お願いします。担当。 

 

○総務課主査 

それでは８ページをご覧ください。会計年度任用職員制度移行における制度設定案をご説明い
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たします。 

前回の常任委員会でもご説明いたしました会計年度任用職員制度につきまして、来年４月から

導入することになります。地方自治法及び地方公務員法の改正により、従来の非常勤職員や臨時

職員といった各自治体における様々な任用形態であったものの適正化、不明瞭な給与体系、手当

の不支給などの是正が求められているものであります。 

本町においても現在任用している臨時職員が、新たな会計年度任用職員として移行することに

なります。 

移行対象として 70名の臨時職員、うちフルタイムが 28名、パートタイムが 42名というこ

とでございます。 

本町における会計年度任用職員制度の導入に当たり基本的な考え方についてご説明いたしま

す。 

１番目に既存臨時職員については、全て会計年度任用職員に移行することになりますが、本町

においては現行の勤務形態をそのまま維持するものとしております。新たな制度導入に当たり職

そのものを廃止したり勤務時間を短縮したりせず、そのままで移行するということを考えてござ

います。 

２番目に会計年度任用職員は正規職員の補完的な職としての位置づけとなります。あくまでも

一会計年度における任用であり、正規職員とは異なる職責であることから、給料表についても２

級までの設定としております。また、正規職員のような終身雇用を前提とした手当として、扶養

手当・住居手当・寒冷地手当などは支給しないものとします。 

３番目に現行水準や職務の内容、経験年数に応じた給与体系とするものです。正規職員の給料

表をベースに一般事務職、保育職、医療職の３つの給料表を設定します。一般事務や労務などは

行政職（－）の給料表、保育士は福祉職の給料表を使用し、現行水準に合わせたスタートライン

（基礎号級）とするものです。この辺は後程、表を用いてご説明致します。医療職は医療（三）

の給料表を使用し、栄養士は１級、保健師は２級の格付けとします。 

フルタイム会計年度任用職員につきましては、前歴に応じて加算をするものとし、これは正規

職員における号俸調整に準じた考え方となります。ただし、正規職員においては１年４号俸加算

するのに対し、会計年度任用職員においては３号俸加算としております。また、正規職員のよう

な多様な職務や職責を想定していないことから、前歴加算については一定の上限を設定し、一般

事務で５年、保育士で７年、医療職で９年としております。 

４番目に他の職種と異なる観点での給与体系・人材確保が求められる職は特殊な職として整理

する、いわゆる特例を設けるものです。特殊な職として、学校長経験者などに依頼している教育

相談支援員や学習支援員、そのほか外国人の英語指導員などを想定しております。他の会計年度

任用職員と同様の枠組みによる給与体系とすることが困難であることが想定されますので従来

通りの運用とするものです。 

５番目にボーナス（期末手当）についてですが、フルタイム・パートタイム問わず正規職員同

様の 2.6 ヶ月とするものです。任用時において６ヶ月以上の任期がある場合対象とし、３ヶ月

程度の季節的事業や週２日、時間にして 15 時間 30 分に満たない勤務など極めて短い労働時

間である場合などは対象とはならないものです。 

６番目にフルタイム会計年度任用職員で通年雇用される場合、共済組合及び退職手当組合に加

入することになります。常勤職員と同様の勤務時間で 12 ヶ月を超える任用となる場合に対象



‐11‐ 

 

となるものであり、再度の任用により２年目から加入することになると想定してございます。 

以上が制度導入における基本的な考え方であり、下に移行後の所要額を試算したものを記載し

ております。会計年度任用職員移行対象者について令和元年給付試算として 9 千 188 万 9 千

円程度としており、これは現行の臨時職員としての給与体系による試算をしたものであります。

その下に、これに対する移行後給付費として試算したものが 1 億 390 万 6 千円となり、影響

額として 1千 201万 7千円の増額となる見込みということになります。 

次に９ページをご覧ください。会計年度任用職員における給与額試算について、主なものを一

覧表にしたものです。表の左側に基本情報として職務内容、１週間当たりの勤務時間、勤務日数、

その右側に会計年度任用職員として任用後の給与額を試算したものが記載されております。一番

上の段、一般事務（１年目）において、１週間当たりの勤務時間 38時間 45分、週５日のフル

タイム会計年度任用職員ということになります。この場合、格付けは１級１号俸で月額 14 万

6,100円、年額で 175万 3,200円となり、これに期末手当 2.6ヶ月、ただし１年目は６月期

の期間割落としがありまして、実際には年間で 1.69 ヶ月分ということになります。24 万

6,909円を加えた合計が 200万 109円となります。 

その下、一般事務の前歴の上限５年ある場合、前歴１年につき３号俸として５×３の 15号俸

を加算した１級 16号俸となり、月額 16万 4,700円、年額 197万 6,400円、期末手当 2.6

ヶ月満度の 42万 8,220円を加えて、合計 240万 4,620円となります。 

その下、支所事務としてフルタイムの職についてでございます。現行の水準をベースにスター

トを１級 13号俸がスタートとなります。１年目は月額 16万 100円、前歴５年ある場合で月

額 18万 7,200円というふうになります。 

支所事務の下段、パークゴルフ場受付については１週間あたりの勤務時間が 27 時間 30 分

と勤務時間が短いパートタイム会計年度任用職員ということになりますが、一般事務職の給料表

１級１号俸 14 万 6,100 円を１ヶ月の勤務時間で割り返した時給 898 円により計算すること

となります。 

その下、学童保育指導員については、保育士の給料表を用い、現行水準をベースに１級 10号

俸 17万 1,200円をスタートとしております。前歴加算の上限を７年としておりますので、７

×３号俸の 21を加えた１級 31号俸の 20万 4,500円が８年目以降の給料月額ということに

なります。 

またその下の学童保育補助でありますが、これは学童保育指導員を補助する職でありまして、

資格職ではありませんので技能労務の給料表を用いることとなり、１級４号俸 14万 9,500円

となります。技能労務の職については前歴加算を致しませんので２年目以降も同じ金額となりま

す。ただし２年目以降は期末手当が 2.6 ヶ月分満度に支給されることになります。以下同様の

考え方により特別支援教育支援員などについても記載しております。また、下段の栄養士、保健

師については医療職の給料表を適用し、栄養士は１級６号俸スタート、保健師は２級５号俸スタ

ートとなり前歴加算は９年までということになります。 

ここに記載している職種は主なものであり、この他にも色々とございますが、基本的には現給

を下回らないようスタートラインを設定し格付けしていくことになります。従来ではボーナスが

支給されていない職やパートタイムなどに支給されることになりますので、大幅に増額となるも

のと想定されます。 

今後、細かな部分も含めて制度を確定し、12月議会に向けて条例規則の制定作業を行ってい
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くことになりますので、次回の常任委員会において条例案等のご説明をさせて頂きたいと思って

おります。以上で会計年度任用職員制度移行における制度設定案について説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただ今担当より制度設定案ということで説明がありました。委員の皆さん、質問がありました

らお受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 前歴加算等の制度設定の考え方については、他のところでは９月でも条例化されている近隣町

村ほとんどそうですよね。もう既に条例化されて規則が改正されていると聞いていますけれど

も、その近隣町村の前歴加算等の関係、そのスタート号俸の位置付け、これについては均衡にし

ていないのかどうか。そういった近隣町村との比較を行っているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 条例に関して近隣町村の状況なんですが、９月時点で既に条例制定している町村は５町村で、

ほぼ３分の２はこの 12 月での条例制定を予定している状況にあります。中身的にスタートの

号俸、また上限含めてやはり各町村も今現在雇用している臨時職員のこのベースがまちまちなも

のですから、その中でそれをベースとして考えなければならないところから、状況は各町村によ

ってまちまちです。昇給についても町村によっては１号俸ずつというところもありますし、２号

俸というところもあるのが現状となっております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 具体的に言うと近隣町村のスタート号俸と前歴加算の関係について具体的にどのような形に

なっているのか。まちまちはわかりましたけれども、具体的に今言ったように 1 号俸とかスタ

ート号俸はどこに置くのかとか、前歴加算してうちでいけば７年でいけば、21下駄はかせるわ

けですよね。当然そういったところとの差というのは、どういうふうに分析されているのか具体

的に。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 調べていると思うんですけど、資料が手持ちにないという話だと思うんですけれども。それと

従来から気になっていた部分で、前歴加算スタートはそれで問題ないと思うけれども、例えば７
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年とか５年限度として、現実的に７年とか５年という現実の職員がいるという形の中で、恒常的

な臨時職員として今まで雇用してきた部分で同一労働、同一賃金の考え方があって本来的な正職

に移行していかなければならない職員をそのままこの形の中で移行させていく。特に従来の議会

の中での議論、予算案委員会等の中で特に専門職のみなさんというのは具体的に言うと保育士の

皆さんの中で徐々に正職化してきている部分がありましょうけれども、そういった格差だとか学

童保育でいくと保育職の資格をもっていれば今言ったような前歴加算や昇給があるけれども、補

助的な保育士さんも同じでしょうけれども現実的には同じ職責を持ちながら同じように子ども

に接している。そして学童保育なども同じ職責でもちろん同じような仕事をしている。その中で

今言った形の中での差異というものが現実的に生じてきている。今度は具体的に言うと年度任用

の職員間の部分での格差とか、正職と任用の関係での格差、こういったものも現的には積み残し

をして行くという形に全体としては底上げされるのは非常に良い事なんですけれども、その辺の

均衡性についてどの程度配慮されているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 おっしゃる通り、かなり長期に渡って専門の技術職の方を雇用している現状にあります。この

部分に関しましては同時に職員募集もかけている部分もありますが、なかなか職員も応募がない

中で、結果的に臨時職員に頼らなければならないという現状があります。 

 そんな中で当然同じような業務を担っていながらそこで正職と臨時職員の格差があるという

中で、それをイコールにできればいいのかもしれませんが、なかなかできない中で今回この会計

年度任用職員採用という中で手当の部分ですとか、なるべく今の処遇を改善できるところまでは

上げていきたいという、そういう制度設定で今回の方を提案させていただいた内容となっており

ます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 きちんと待遇改善してくということは大きな前進だと思いますのでこれはこれでよろしいと

思います。ただ今お話したとおり、１つは３号俸という考え方のベースがどこにあるのかと。 

 ほとんどそれぞれの市町村の状況によって３号俸、１号俸をあげたって今この新しい給料表で

いくと 1,200円か１号俸の方ですね。１年に３号俸ですから 3,600円ずつ上がっていく。 

 前歴が栄養士さんだとか実態的に９年だったりとか、保健師さんで９年。ほかの部分でも事務

職等で５年というこの在職年数の今の状況を見た時に１つはそういった若い世代であれば、それ

なりに新しいこの制度の中で新しい制度になった時に清里が、仕事をしようという意欲の部分と

既に働いている方の既得権みたいなものを、ある一定のお年を召した方が勤めていることによっ

て逆にそこはこういった形でいくと新しいところが今度若い世代や次の世代が職を求められな

いという矛盾みたいなものを両方抱えた中でいかざるを得ないというふうに、今の状況で。 
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新陳代謝や継続的な正職化という方について考え方というのは、具体的に申し上げると来年の

新規採用の中において、今の臨職だとかこういった形態の人達を正職にしていくという取り組み

はされるのか。そういった意思確認とかそういったものをされているのかどうか。あくまでもそ

ういった人たちについては公募的な職員や新規採用の中で応募していただくという方向性、例え

ば保育士の公募というのは、今なされていませんよね。あ、保育士はやっていますか。そういっ

た中で今回そういった人達が正職化していくのかという。一連の流れですね。新しい人材働き口

をきちんと確保していくという考え方も並行してこの制度が導入されれば非常に有効だという

ふうに、効果的だと思うんですが、その辺の考え方の整理は町としてされているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今お話が出ました保育士に関しまして、今現在の募集かけておりますし、過去にも臨時で働い

ていた方がその後正職員になったという例もございますので、本人の方で正職を希望される場合

はその方の申し込みになるのかなというふうに考えております。また前歴の見方ですが、今回３

号俸ということで提案させていただいておりまして、先もお話しましたとおり、町村によってか

なりばらつきがある中で町職員にあわせれば４号俸という中で、ここはなかなか悩ましいところ

です、正直申し上げて。そこで結果的に上限も設けなければならないという現実もある中で緩や

かに昇給を見ていく中で３号俸というのをご提案させていただいたというふうにご理解いただ

きたいと思います。 

 

○池下委員長 

 いいですか。他にありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

会計年度任用職員制度、これ雇用期間、毎年度という括りでよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 そうです。 

 

○前中委員 

ということは最終的に申請さえあればいつまでもっていう括りで捉えてもよろしいんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 いつまでもという制度の趣旨からいけばそういうことではないと思うのですが、そこで現実的

にはそういうことも長期に及ぶ場合も当然今まで通りあり得るというふうには判断しておりま

す。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 何故かというと新規採用のときに若い人を臨時職で採用、片や再任用、任用ということでいっ

たときにどこかソフトランディングで人事管理の部分でなった時に、肩たたきということはよく

ないけども、そういうような柔軟性がないとある程度の職員の新陳代謝がどこかでは人事作用の

中でやっていかなければならないと思う。そこら辺の見極めというのが今後ますます大切だし、

その指摘ともう１点。僕も初歩的でわからないんですけれども、特別支援教育支援員と今回この

４番目にあります教育相談支援員あるいは学習支援員、英語指導員などは給与体系の観点から除

外するという、この見極めですね。現実、本町において教育相談支援員、学習支援員、人数的な

ものはわかりませんけれども、ここら辺の括りも国の補助があるのかないのかわかりませんけれ

ども、果たしてどうなのかなと。学校長経験がゆえに今回はこの任用制度から除外項目なのか、

そうなのか。そこら辺の判断というのはどういうことでこういう部分が出てきたのか。そこを説

明していただきたい。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 教育支援員に関しましては、学校校長先生経験者という方が２名いらっしゃいます。その中で

月額で給料をお支払しているところですが、勤務時間を現在８時 15 分から 17 時というので

はなくて勤務時間が違う中で、この中で考えた場合、それと英語指導員、この方に関しましても

一般の我々が雇用している臨時職員とはちょっと体質が違うというふうに判断して、この３名の

方に関しましては考え方を少し変えた形で提案させていただいたということでございます。 

 

○前中委員 

 勤務実態から相応して除外したという説明だと思うんですけども、学習支援員と特別教育支援

員の考え方というのがどうも今の説明では理解に苦しむような部分、学校が開校されて学校が終

わるまでの勤務時間という括りと逆に言えばそれ以降の学習実態というか勤務時間もあります

よということで捉えて良いものか。従来で言う働き方改革で言えば残業手当を出すのか出さない

のか、そこまでなってきますけれども。今の説明によると。説明というか、そこら辺の実態がわ

からなかったものですから。 

 

○池下委員長 
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 課長。 

 

○総務課長 

 学習指導員に関しましては、まず年齢的にもかなりの年齢に至っていることと現実的に給与の

面で月々いただいている部分がある程度の金額を報酬として受けている部分もございます。そこ

でこの制度に準じてやりますとさらにその部分に手当の支給ということが出て参ります。そんな

ところも考慮いたしまして、今回別枠での設定というふうにさせていただいたところです。 

 

○池下委員長 

 いいですか。 

 

○前中委員 

 後で聞いてみます。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。それではないようですので温泉施設使用料の見直しについてという案件に

入っていきたいというふうに思いますがここで保健福祉課長であります野呂田課長もこの件に

関しては共通な繋がりがあるということで、この会議にも参加していただいております。それで

はまずは説明をよろしくお願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それではご説明させていただきます。10ページをお開きください。入湯料の改正の案でござ

います。前回 10月 11日の常任委員会でも口頭ではございますが、説明させていただきました

が今回料金の変更を行うものとなってございます。 

表の図面左側が現行の方でございますが、現行料金につきましては高校生以上 390円。町内

に居住する 70歳以上、中学生、小学生につきまして 210円、未就学児は無料ということで運

用してございます。改正する料金を公衆浴場入浴料金の統制額というものをございまして、公衆

浴場の料金を定めているものでございますがこちらの料金を参考にさせていただきまして表の

右側、改正後の方でございますが、18 歳以上 450 円。町内に居住する 70 歳以上、高校生、

中学生、小学生を 140円に変更するものでございます。 

また、この改正に伴いまして後ほど保健福祉課の方から説明ございますかと思いますが、保健

福祉課所管の施策でございました福祉入浴券、こちらの交付を廃止いたしまして、これまで無料

入浴券の対象者でありました身体障害者手帳の１級から３級交付者と、70歳以上の高齢者年間

24 回までですが、こちらを廃止いたしまして 140 円と。新規の対象者といたしまして身体障

害者手帳４級から７級の交付者、療育手帳の受給者、指定難病受給者証受給者、精神障害者保健

福祉手帳受給者、こちらにつきましても 140 円と、料金を 450 円と 140 円に改正させてい

ただきたいと。なお、小学生未満につきましてはこれまで通り無料とさせていただきたいと思い

ます。 

続きまして、施設使用料の改定でございます。施設使用料、宿泊施設の部分でございますが、

緑清荘の宿泊料、会議研修等の使用につきましては前回ご説明させていただいたものと同じもの
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としてございます。宿泊料につきましては大人のみ入湯料を加算するということになってござい

まして最大７千円となってございますが、あくまでも上限額の設定ということでありまして、実

際の運用につきましては指定管理者の判断によりますが、現行と余り変わらない状況で運用して

いただけると考えてございます。A館 B館 C館ともに料金設定ございまして緑清荘の館内図下

にございますが、概ねこういった位置関係で現在運用してるところでございます。 

次、12ページのことですが、会議研修室の使用料となってございます。会議研修室の使用料

につきましては会食を行う場合には無料と今現在しているところでございまして、現在の状況と

しましては部屋のみ使用するということがほぼないとのことで実質的には運用されていないと

いうところでもございます。なお、Ｂ間及び C 館につきましては緑清荘条例、A 館につきまし

ては清里町農山漁村体験施設条例によってそれぞれ条例別分けで運用しているところでござい

ます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

ただいま担当の方より緑清荘の温泉使用料の見直しについてということで説明ありましたけ

ども、質問等ございましたらお受けしたいと思います。村島委員。 

 

○村島委員 

 入湯料の改正案ということで提示されていますけれども、５月の総括質疑で私も質問したんで

すけれども、この福祉入浴券を廃止という形になっていますけど、この根拠はどこから生まれた

のかお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 野呂田課長。 

 

○保健福祉課長 

ただいまの村島議員からの御質問にお答えさせていただきます。福祉入浴券の廃止となる根拠

についてということでご質問でありますが、議員から御質問いただいた時にも利用率はどうなん

だということでお話をいただいたところであります。その時に高齢者、70歳以上の方について

は３割の人しか使っていないということでお話をさせていただきました。 

また、障害者の関係その時にお話はできなかったんですけども、実質 16.4％の方しか使用し

ていないということがありまして、これらを廃止させていただきまして障害者につきましては門

戸を広げて、後ほど保健福祉課の方でご説明いたしますが、門戸を広げて利用者の該当者数を増

やすというような形にしたいと考えております。 

また先ほどの高齢者の関係、30％と申しましたけれども年に 24回の無料券でその後、200

円の入湯料という形で入浴をさせていたような状況でございますが、券を使い切った後でござい

ますがその部分でいきましても 200 円ではなくて、140 円に変えるということでございまし

て施設利用の利用者負担の観点からもこのような形にしたいということで今回提案をさせてい

ただこうと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 
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 村島委員。 

 

○村島委員 

 それとですね、回数券って料金 10倍ということで 12枚つづりで２千円のもの、私も購入し

ましたけども 2,100円で今これ販売してるんですよ。これはどういうところから金額がなされ

たんですか、2,100円。高齢者に対しての 2000円の券が出ているでしょう。回数券というや

つ出てたでしょう今まで。それが今現在改正も何もしない前から 2,100円という形で今なって

いるんだけども、私も事実 2,100円で購入したんだけども、これはどこからこういう結果にな

ったんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 現行の210円の料金につきましては条例の中でその時の消費税をかけるという加算するとい

うことになっておりますのでその時点での消費税を加算した金額が使用料ということでご理解

いただきたいと思います。 

 

○村島委員 

それは言われなくてもわかっています。消費税上がったから 2,100円なんだということは言

われなくてもわかるんだけども皆不満を持ってるんですよ。これは 2,100円で事実私も買った

んですけれども、結局どういうふうに決めてどういうふうにされたのがあって、不満を持ってい

る方が沢山おられたもんですから、今私が指摘しているんですけどもね。わからないんです、ど

こでどうなったのか。購入されている方は。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 料金の周知につきましては９月の広報で、料金が上がるということはお知らせさせていただい

た中で８から 10 に変わった中でやっぱりどうしても 10 円未満の切り上げ切り捨ての関係で

どうしても大人料金の方は変わらなかったんですが、子ども及び老人の方は 10 円上がる結果

になってしまったという状況にございます。 

 

○村島委員 

訳はわかるんだけども、ただやはり 2,000 円のものが 2,100 円になったのは、消費税上が

ったからと。それは理解できるでしょう。でも結局ですね期限も消費税が実施されてからされた

んでしょうけれども 2,100円にね。やはりそういったことを前もって広報でもお知らせしたっ

てことは私も理解していますけど、不満を持っている方が沢山いるんですよ。これはこういうふ

うに決まったものですから良いでしょうけど。 
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福祉入浴券についても、たかが 30％いましょうかね。100 に対して 30 人位の人しか利用

されていない、そういったものを結局は廃止に至るというのは私は到底納得できないですよ。今

までやってきたものを廃止すると。あくまでもですが、町の考えで進めると思いますけども、私

はこれ遺憾に思ってるんですよ。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

料金の方の関係ですけど、今回率の 10 円未満の切り捨ての関係で大人料金が変わらなかっ

たんですが老人の部分だけ 10 円上がってしまったことはなかなか申し訳ないといいますか、

仕方ないなという部分で何とか御理解いただくしかないなというふうには判断したところでご

ざいます。 

 

○池下委員長 

古谷委員。 

 

○古谷委員 

今回は入湯料の改正だとかが議題という形の中で前回の９月の常任委員会の中でも議論がさ

れてきたと受け止めています。ただ私も違う部分で水道だとか下水道、今後使用料等の改正、受

益者負担が伴うものについての手続ですね。その辺についてはやはり住民の皆さんのいろんな部

分、今後たくさん出てくると思うんですよ。当然前も決算委員会の中でもお話したのは下水道の

機能の強化をする時も全体的な見直しをしなきゃならないとか水道使用料の関係だとか近隣市

町村もどんどんきているそういった場合について、かなり早い段階で改正に向けての議論がなさ

れていてそこにきちんとやはり早い段階で条例なり改正なり規則改正を行ったうえで、少なくと

も半年だとかある一定期間、周知期間をもって繰り返しきちんと説明をしていって理解いただく

と。手続論の。今回の内容についてどうのこうのじゃなくて、手続論については少しそういった

慎重さや丁寧さが今後求められていくと思いますので、総務課だけの話ではないと思いますの

で、今後そういった料金等の改正、使用料等の改正、受益者負担に伴う部分についてはそういっ

た丁寧な早い段階で協議、そして住民周知というものをしっかりと。ただ消費税の関係について

は政府の方でかなり揺らいでいて最終的に 10 月 1 日でやるかどうかというのが８月ぐらいま

では政治的に揺れていたことがあってなかなかギリギリでなければ周知できなかったという状

況も十分理解した上で、町単独に伴うものについてはさらに早い段階での協議そして条例化、規

則改正というものについて丁寧な住民周知が今後必要となってきますので、それについて御配慮

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○総務課長 
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今おっしゃられました通り、消費税に関しましてはギリギリのところまで確定できない状況が

続いて歯がゆさも感じた中での料金改定をさせていただきました。また各課において各使用料等

の見直しも行ってまいりまして一定の時期の時に改定の提案がされるものと思います。総務課と

いたしましても全体的にもなるべく周知期間というのはスピードも大事ですけど周知期間もそ

の辺のバランスを考えて料金改定の方周知していけるように指導してまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

他にありませんか。堀川副委員長。 

 

○堀川副委員長 

入湯料の関係ですけども 210 円だった小学生・中学生が 140 円になり、高校生が 390 円

だったのが 140円になるというのは値下げにケチをつけるわけじゃないですけど、値下げに関

してどういう検討がなされて値下げに至ったのかを教えていただきたいんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

入浴料金につきましては過去にも公衆浴場料金にあわせていきたいという考えがもともとご

ざいまして今回この提案とさせていたところでした。ただし公衆浴場料金でいきますと６歳未満

のもの 70 円というようなことになっていますが、それは町独自で今までどおり無料という形

で。ただし大人それから小中学生高校生、今回 70歳以上の方と障害者の方に関しましてはこの

設定の同じ料金で進めていきたいということで今回の提案をさせていただております。 

 

○池下委員長 

堀川副委員長。 

 

 

○堀川副委員長 

勉強不足で申し訳なかったんですけども公衆浴場料金に当てはめると140円になるというこ

とでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今年の９月に公衆浴場料金の見直しが行われました。これは大人が改正前 440円が 450円。

６歳以上と 12 歳未満は同じ 140 円。６歳未満が 70 円ということで。その改定で 450 円に

なったこの機会にこちらの方も料金改定に合わせて物価上昇等を含めた形で同じ料金にさせて

いただきたいというのが今回の提案理由となっております。 
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○堀川副委員長 

 高校生は公衆浴場料金というのは。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 大人料金になっております。 

 

○堀川副委員長 

 そこのところの整合性と言いますか、うちの町が 140円にしたというところの検討はどんな

ふうにされたのでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 金額的に合わせたい部分と町独自でやっている、例えば先ほど言いました小学生未満は無料と

いうところはこれは町独自の考えだと思うんですが、それも上手くミックスさせたいという考え

もございまして、金額的に合わせたい部分はありますし、その部分で今までやっていた部分を継

承したい部分もありますので、それを合わせた形が今回の提案で理解いただきたいと思います。 

 

○堀川副委員長 

 料金体系が３段階、４段階になると煩雑になるというのもわかりますけど、わかりました。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 確認の中で 140円の中に身体障害者手帳交付者、説明聞き漏らしたかもしれない。３級以上

でよろしいんですか、１級以上からですか。 

 

○池下委員長 

 野呂田課長。 

 

○保健福祉課長 

 後ほど保健福祉課の方で、詳しく御説明させていただきますが、現存は１級から３級までとい

うことでやっておりましたが、今後は１級から７級まで増やそうと思います。それから療育手帳

の受給者、難病者受給者、精神障害者保健福祉手帳受給者、介護保険の２号被保険者で認定を受
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けている方。これらを全て該当にさせて高齢者を含めた１回 140円という形で入浴の方をして

いただくというような形に変えたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他に、ありませんか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 宿泊料の関係ですけども、すぐに値上げにはならないだろうというお話ですけれども将来的に

値上げになった場合、合宿利用の関係ですとかそういう長期的に学生さんが利用する面なんかに

結構値上がりすると影響が出てくるのかなというふうに心配するんですけども、その辺の検討な

んかはなされているんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回の宿泊料の改定につきましては、あくまで上限額を上げた部分で実際の宿泊料というの

は、その内数でのことになりますので、そういう合宿等の部分であれば協議していただいて料金

を設定していただければ、あくまでもこの額の内数でいただければ問題ないと思いますので、そ

ういう形での料金設定になると思います。 

 

○堀川副委員長 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。それでは総務課全体を通して何か御質問があればお受け

したいと思いますが、それでは総務課これで終了したいと思います。ご苦労さまでした。ここで

10分間休憩をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

休憩  午前 10時 26分 

再開  午前 10時 36分 

 

○池下委員長 

 それでは企画政策課行いたいと思います。５件提案されておりますので、提案説明をよろしく

お願いいたします。課長。 

 

○企画政策課長 

 企画政策課の案件でございますが、記載のとおり５件を予定してございます。１点目の補正予

算の関係につきましては人事院勧告に基づきます給与改定分ということで、11月の臨時会に提

案させていただきたいというふうに思ってございます。 
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その下、２番から５番までにつきましては、それぞれの事業の進捗状況等につきまして、担当

より説明させていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 それでは企画政策課案件の 1 点目令和元年度一般会計補正予算（第４号）につきまして説明

させていただきます。企画政策課資料の１ページをご覧ください。今回の補正予算につきまして

は、人事院勧告に基づく給与改定によるもので補正額につきましては歳入歳出それぞれ 48 万

９千円を追加しまして予算の総額を 50 億 5 千 778 万１千円とするものでございます。資料

の下段、歳出から説明いたします。歳出につきましては消防費、斜里地区消防組合清里分署負担

金といたします。48万９千円の補正となっております。資料上段、歳入につきましては、この

48万９千円を地方交付税より財源充当をするものでございます。 

次に資料２ページをご覧ください。上段、８款消防費、１項消防費、１目消防費 斜里地区消

防組合清里分署負担金事業といたしまして人事院勧告に基づく給与改定に伴う給料の増額分、こ

れが６万９千円、給料増額による時間単価増額分が 11万２千円、また同じく人事院勧告に基づ

く期末勤勉手当 0.05ヶ月分の増額分が 30万８千円、合計で 48万９千円増額補正となってお

りまして、財源すべて一般財源となっているところです。以上で説明終わります。 

 

○池下委員長 

 令和元年度一般会計補正予算について今説明がありましたけども、委員の皆さん何か御質問が

ありましたらお受けしたいと思います。よろしいですか。 

それでは第２番目、第６次清里町総合計画策定審議の経過等について説明をよろしくお願いい

たします。担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査  

それでは企画政策課案件の２点目、第６次清里町総合計画策定審議の経過等につきまして説明

させていただきます。企画政策課資料の３ページをご覧下さい。９月４日の委員会にて策定スケ

ジュール説明させていただきましたが、その後出来る限り早目の取り組み進めたく考えていたと

ころでありますけれども、おおむね当初のスケジュールどおりの運びとなっているところです。 

まず９月の広報、お知らせ版とあわせまして、総合開発審議会の臨時の公募委員を募集案内し

ております。数多く募れればというふうに考え定員は設けておりません。 

次に 10 月 4 日、総合開発審議会の総合計画策定を諮問しておりますが、新たな委員もいら

っしゃるということで町の総合計画の概要説明を行っております。 

また 10 月 10 日時点におきまして募集を行っていた公募委員、応募が２名いらっしゃいま

して２名とも臨時委員ということで決定をしているところです。 

次に 10月 25日付となりますが、第６次清里町総合計画策定の支援事業、支援業務、こちら

につきまして令和元年度事業といたしまして工期を 11 月下旬から３月 31 日までといたしま

して、２社による指名型のプロポーザル方式による案内を行っております。 
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11月に入りまして総合開発審議会の公募委員以外の臨時委員、こちらを決定しております。

当初委員総出で 50 人規模というところは確保したいと想定していたところでございますが、

関係する分野、地域、年齢構成、男女比、このようなものを検討しながら進めたところ、公募委

員の２名を含めまして臨時委員 58名という人数となっております。審議会、委員と合わせます

と 73 名体制ということで人数が数多く集まっているかなというふうに考えておりますが、数

多く人数集まりましたので、幅広い分野での意見を集約したいと考えております。ただ、これで

も拾いきれないと想定する層もあるかというふうに思いますので、そういった意見につきまして

はさまざまな工夫を用いて意見集約に努めながら策定作業を進めて参りたいと考えてございま

す。 

続きまして直近の今後の予定ということでございますが、来週 18 日月曜日に臨時委員への

委嘱を行いまして、あわせまして町の総合計画、概要説明、こちらを行う予定でございます。 

また先ほど第６次清里町総合計画策定支援業務、こちらのプロポーザルの案内を行っていると

いうことでお伝えいたしましたが、事業者からの企画提案提出、こちらが 11月 15日本日まで

となっております。こちら来週中には内容確認、審査の上、業者決定したいというふうに考えて

ございます。 

更に翌週の 11 月 27 日水曜日、こちらで全体委員の総合開発審議会を開催したいと考えて

いるところです。こちら全体委員が集まりますので、総合計画策定に向けた作業を進めてまいり

たいと考えてございます。 

続きまして 12月に入りますが、12月の定例議会、こちらでの清里町総合計画策定条例案こ

ちらを提案したいと考えてございます。こちらの案につきまして、資料をめくっていただきまし

て４ページ５ページに現時点での条例案を掲載してございますので、内容の説明をさせていただ

きたいというに思います。 

資料４ページからでございます。全体的な構成といたしましては、総合計画策定条例、条例を

策定しての作業を行っている各自治体との条例と大きな差はございません。第１条におきまし

て、まちづくりの基本的な指針である総合計画策定に必要な事項を定めるこのような旨の趣旨を

記載いたしまして第２条に定義として用語の意義を定めております。 

第２条第１項第１号、こちらに総合計画を将来における本町のあるべき姿と進むべき方向につ

いての基本的な指針となる本町の最上位計画であり、基本構想及び基本計画から成るものをい

う。第２号こちらで基本構想ということで本町の将来像とまちづくりの基本目標を明らかにし、

基本計画の方向を示すものをいう。第３号におきまして基本計画でございますが、基本構想の理

念に基づき政策の基本的方向と主要施策の体系的に示すものをいう。というような形で記載をし

て定めているところでございます。 

第３条におきましては町長が総合計画を策定する旨を定めまして、第４条には総合計画にある

基本構想と基本計画を策定変更する時におきましては、総合開発審議会に諮問しなければならな

い。このような旨を記載してございます。 

続きまして第５条ですが第１項におきまして基本構想の部分、地方自治法第 96 条第２項の

規定によります議会の議決に付すべき事件という旨を記載いたしまして、第２項において町長は

議会の議決を得なければならない。この旨を定めてございます。 

第６条におきましては基本計画ですけれども、計画は基本構想に基づくものを定めておりまし

て、第７条には個別分野の計画につきましては総合計画との整合性を確保する旨を定めてござい
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ます。 

第８条におきまして総合計画の策定変更に係る公表について記載しまして、第９条におきまし

てその他必要な事項、こちらを町長が別に定める旨を記載してございます。附則については施行

日を示してございます。以上、３ページから４ページの第６次清里町総合計画策定審議の経過等

についての説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま計画策定の経過と条例案の説明がありましたけれども、このことに関して質問があり

ましたらお受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ２点ばかり確認。１点目は条例の関係で議会の議決案件の形の中で、議決に付すべき事件とい

った形の中で、議決項目は第２項では基本構想のみを議決、近年の新しい地方自治法の改正の中

で、計画まで議決事項としているところもでできているわけだけども、あくまでも抽象的な構

想、これだけを議決事項とするという考え方で今回条例を定めたのかまず１点目。 

それと前回、前々回の委員会の中で議論があったところなんですけど、実施計画については全

く触れなくて分野別というふうになるという考え方で今後の作業を進めるのか、この２点をまず

確認させていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御質問の関係でございます。まず１点目の議決の関係でございますけれども、先ほ

ど説明したとおり基本構想のみを議決案件として条例を制定していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

また２点目の関係でございます。主要施策の関係でございますけれども先ほど委員言われたと

おり、今回につきましては、実は第５次の関係についても実施計画については、第 5 次の部分

についても実施計画については分野別、領域別の計画に委ねる旨が実は記載されていたというこ

とで、今回もきちんとこの条例の中で謳って 2 層立てにしてございますけれども、今回は主要

施策については分野別計画に委ねるということで取り扱っていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 了解しました。２点目の部分で、分野別計画で結構なんだけれども、分野別計画が全て年度が

もの凄くずれていて、大きなずれがありますよね。もう全くこの新しい総合計画を前期後期 10

ヵ年つくるのでしょうけれども、その部分とずれが非常に大きいわけであって、しかも今回の条
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例中では期限定めていませんよね。何カ年の計画をつくるのか。基本的な部分で何カ年の計画を

つくるかという条例上何も謳っていない。それと今言ったように、分野別実施計画は年度のずれ

がバラバラ、その辺の整合性と言いながらもどういう形で現実的にとれるのか。既にもう動き出

している期間中に最終年度を迎える教育推進計画、来年度つくるやつもあるわけであって、色ん

なずれがある、期間を定めないことの理由、それからその年度の分野別計画との整合性をどうや

っていくのか具体的な手立てが見えないものですから。その辺の整理はどのようにされたのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず分野別計画との今回の総合計画の関連性でございますけれども、分野別計画、各課で作っ

ている計画。今回この総合計画をつくるに当たりまして、その計画についても集約しなければと

いうふうに考えてございまして実際 50 ぐらい全部集めた形でいけば、かなり細かいのからい

けば 50近くになる計画があるのかなというふうに思っています。 

今委員おっしゃったとおり今年策定するものもありますし、既にまた来年から策定するものも

ございます。これらにつきまして総合計画との整合性ということを謳っておりまして、これらに

つきまして、それぞれの計画を策定する上でそれらとの整合性ということで今申した通りでござ

いますけれども、それら動き出している計画、また今後つくる計画等もございますけれども、そ

れら全部の計画を集約する中で各課と連携をとりながら、並行して進む部分もあるかもしれませ

んけれども、きちんとその辺は連携をとって各種計画の最上位計画となるような形で進めていけ

ればなというふうに思っているところでございます。 

また年度の関係でございますけれども、実際この条例には現在謳っていないということでござ

いますけれども、説明しましたとおり 10カ年の総合計画ということで、今後いろいろ策定審議

をしていく中ではそこら辺もきちんと計画年度等も謳いながら総合計画の中では年度を謳って

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 大変苦労しているというのはわかるんですけれども、きっと事業協議の中である程度包括的に

ということと、最近の流れとして総合戦略、９月の一般質問させていただきましたし、質疑の中

でも決算の中でもお話しした通り、それとの調整も当然やるという形で方向としては整理すると

いう町長答弁なので、その辺との整合性をどうやって図るのか。かなり事務的に御苦労されるの

かな。二重構造、三重構造をつくっていく話になるとまたこの非常に無駄とは言いませんけれど

も、余計な事務作業が増えてくる形もあるので、ある意味では町長答弁の中で総合計画のみ込ん

でいくという話を答弁でされていましたけれども、今回そういった飲み込んでいくといった解釈

で良いのかどうなのか。あわせて確認させていただきます。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの総合戦略の関係につきましては委員おっしゃったとおり、総合戦略を包含した形の

総合計画の方をつくっていきたいというふうに考えておりまして、総合戦略のスタート時間も１

年間延長しまして総合計画とあわせたスタート期間としていきたいということで、総合計画それ

から総合戦略両方につきまして同じ時期にスタートするような形ということで、総合戦略の関係

についても総合計画の中に包含した形で進めて策定をしていきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 確認ですけれども飲み込むという形でよろしいということですね。飲み込むということは同時

並行的にやっていったり、その中の一部にして取り込んでくるというそういう解釈でよろしいの

か、それとも総合戦略は別途年度をずらして、それはそれとして別途つくるという形なのか。そ

の辺の事務的な整理というのはどのようにされているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この総合計画・総合戦略につきましては１年間総合戦略延長してということで、策定年度につ

いては同じになってくるというふうに思いますので、それについては関連性ありますので一緒に

なって策定段階では同じような形で並行して整合性がとれるような形で進めていきたいという

ふうに思っておりますけれども、総合計画・総合戦略においては、当然別のものでございますの

で、これについてはきちんと整理した中で総合戦略を包含した形の計画にはしますけれども、そ

の辺についてはそれぞれの計画がきちんと策定できるように進めていきたいと思っています。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 了解しました。計画としては法律上の話ですから別途あるという形は当然。ただ、現実的な事

務作業としては、同時並行的にやって飲み込んでいく。もう１つ心配なのは、前の総合戦略につ

いては時間がない中で、ほとんどコンサルに外注という形を主体的にやってきたけども、総合計

画についてはプロポーザルでやっていく考え方の中にあるわけですから当然設計仕様書、発注仕

様書についても、そういったことを謳いこんでやっていく形で理解してよろしいですか。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの関係でございます。このプロポーザルに発注する関係の総合計画の支援業務ですけ

れども、その総合戦略についても仕様書の中に謳い込みながら今回計画を策定していきたという

ふうに考えているとこでございます。 

 

○古谷委員 

 了解しました。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。それではないようですので、続いて清里町交通支援策案についての説明を

お願いいたします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から清里町交通支援策案についてご説明いたします。企画政策課の６ページを

ご覧ください。９月常任委員会でも御説明させていただきましたが、清里町の交通支援策につき

ましては交通手段のない高齢者等の日常生活に必要な交通手段の確保。それと外出を促すことに

より地域の活性化を図ることを目的としておりまして、ハイヤーを使用して町内での移動を行う

場合の運賃を助成するものでございます。 

利用開始時期につきましては、令和２年４月からを予定してございます。支援内容でございま

すが、対象者は清里町在住で在宅の者のうち、75 歳以上で交通支援の必要なもの、それと 65

歳以上の身体もしくは精神障害手帳２級以上の交付を受けた者、または療育手帳Ａの交付を受け

た者を対象として想定してございます。 

ハイヤー利用料金のうち初乗り運賃相当額の助成券を交付するもので、申請に基づきまして所

定枚数の助成券を交付いたします。１枚当たりの券面額につきましては初乗り運賃相当額を想定

してございます。なおハイヤーにつきましては、町内での利用に限定をすることとしておりま

す。助成券の交付枚数でございますが、申請者の居住地を距離により分類しまして、地区ごとに

枚数を設定いたします。基本的には月に２回往復での利用を想定しております。ただし羽衣町、

それと緑町では距離に差がございますので格差が生じないよう適正な交付枚数を検討してまい

ります。利用方法につきましては支払いの際にハイヤー業者に助成券を提出しまして、運賃と助

成券の券面との差額を支払うものとしております。１度の支払いに使用する助成券の枚数につき

ましては制限を設けることは考えておりません。実施事業につきましては道路運送法に規定され

たハイヤー事業車を対象としまして事前に町との契約もしくは協定書の締結をすることにより、

当該事業を実施することを想定してございます。以上、清里町交通支援策の概要でございます。

説明は以上となります。 

 

○池下委員長 
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 ただいま清里町交通支援策案について説明がありましたけれども、皆さん御質問がありました

らお受けしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 対象者ですけれども 75 歳以上の交通支援の必要な方とか色々とあるんですけれども、それ

未満で免許返納者、あまりいないかもしれませんけれども、そういう方も対象になってくるの

か。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、ご提案させていただいている支援策案につきましては、今現在の対象者ということで、今

想定しているということでご理解いただきたいと思いますけれども、75歳以上で交通支援の必

要なものということで、一応 75歳の高齢者の中で、例えば今言われました免許返納した方、免

許をお持ちでない方とか、そういう方等、支援の必要なものということでこちらの方で今現在予

定・想定をしているということでご理解いただきたいと思います。 

今現在の中では、その他町長が認めたものということが３番目でありますけれども、この対象

者につきましても交通支援の必要なもの、困っている方を対象者にしていきたいというふうに考

えてございまして、今言われた免許返納の関係については、今後の 75歳以下については課題で

ございますけれども、今現在では 75歳以上の交通支援の必要な者、また身体また精神、療育と

いうことで対象者については今現在、計画予定をしているところでございます。 

 

○池下委員長 

 いいですか。他にありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 岡本委員とも質問重複する部分なんですが、この対象者の全体的な人数の把握と、項目対象者

の③その他、町長が認めたものというこの文言。ここはどういう例を指すのかというのが課長の

説明もこういう場合がありますとあったんですけれども、余りにもちょっと広義な文言かなと思

ったものですから、全体のこの対象者のニーズというのはどのように捉えているか、そこを含め

て今言った③の部分とあわせて。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 
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 この対象者まず①番の 75 歳以上で交通支援の必要なもの。先ほど免許の無い方という話を

いたしましたけれども、町内で 75歳以上で免許を持っていないという方は確か 420名ぐらい

かなとこちらの方では把握をしている状況でございます。また、免許のない方でも、また交通支

援の必要な方ということで、この対象者については詳細については今後詰めなければならないの

かなと、こちらとしては実は思っているところでございます。本当に先ほど言いましたとおり、

真に本当に困っている方をひろってあげたいなというのが思いでございます。 

それから③のその他町長が認めた者。これについてもまだ詳細については、これからというこ

とでご理解いただきたいというふうに思います。いずれにしてもこの事業をやるに当たって使っ

ていただける施策にしていきたいというふうに考えてございますので、申請による施策にはなり

ますけれども、この施策が交通手段の確保のために役立つような形でいきたいということで、対

象者についても今後また詳細についてはこちらとしても詰めていきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 この中で確定の対象者のニーズを詰めるという話もありましたけれども、この有効期限という

か年度内予算を立てた中で予算執行した時に単年度で使い切るのか、継続的に例えばこの助成券

が次年度も引き継ぎ可能ですという部分なのか。そこら辺はどのように捉えているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 現在のところ、使用の有効期限については単年度ごとということで、こちらについて考えてい

るところでございます。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ２点ほど聞きたいと思います。今現在ハイヤーは稼働しているのが１台なんですよね。２台動

いていますか。そうであればそんなに待たないで次が来るようなことになるのかな。 

それともう１つ。乗車１回あたり助成券使用枚数の制限はないとなっているが、ないというこ

とは初乗り分を助成しているわけですけど、初乗り分を２枚使ってということが可能だというこ

とですか。そうすると３人４人乗り合わせた場合には使用の部分は１枚で OK ということだよ
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ね。当然初乗りの。そういう解釈でいいのかご答弁お願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まずハイヤーについて、この事業をやる上で実施事業者の関係を謳ってございますけれども、

町内には１社しかハイヤー業者がないということでございます。今現在２台ということで運行さ

れていると思います。それから初乗りの関係でございます。今現在、初乗りの料金が 560円と

いうことになってございます。例えば 600円かかったとなった場合については、２枚使うので

はなく 560円と４0円を自己負担してもらう。例えば緑とか遠くから清里に来られる場合につ

いては初乗り料金だけ、１枚の 560円だけでは足りないわけでございまして、確か４千円弱で

しょうか、かかるのかなということで、こちらの方では業者に聞きながら、それぞれの地区ごと

の料金を出してございますけどれも、それに見合った枚数を使って足りない分というのを自己負

担ということにした形にしているところでございます。 

それから最後３点目の乗り合わせの場合については３～４人で乗った場合については１枚分

で対応は初乗り分でしたら対応可能ということでご理解いただきたいと思います。また町内業者

１社ということでこの間も業者といろいろ相談なり協議を進めてこの施策については、今後きち

んとした要綱等も定めなければならないということで実際やっていく上でいろんなことをもっ

と詰めなきゃならないということがいろいろ出てきておりますので、今回もこの支援内容、案と

いうことでその詳しいことは出していないのが実態でございますけれども、それについても今後

業者とも十分連携しながらこの事業進めて行きたいと思ってございます。乗り合わせですね、例

えば緑の方が３人ぐらいで乗った場合、それについては一人の方が３枚出すのではなく乗った３

人の方が１枚ずつ出して対応、そういうのも可能だということです。 

 

○勝又委員 

 もう１つ細かなことなんだけれども、清里町内移動のみを対象にしているということですけ

ど、今日はハイヤーに乗って斜里に行きたいとなった時にそれは清里の境界までという見解なの

か。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 例えば今委員おっしゃった通り斜里に行く場合、清里の今回この事業については１回清里町内

で１度精算しなければならないということで、それ以降についてはまた新たな料金が発生してし

まうということで御理解いただきたいということで、今回は町内移動のみを対象とした部分での

支援ということで、今のところ検討しているということです。 

 

○勝又委員 
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 あくまで町内移動ということ。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 重なった部分があったので。まずは実施業者の関係で、今課長の方から町内にハイヤー業者が

特定１社しかないわけであって、既に昼間が２台、夜が１台の運行、それとスクールバスや貸し

切りバスを同時に職員がまわしているのが実態ですよね。そういった中で積極的利用をやった場

合について対応できるのかというのがもの凄い。というのは新たに雇用するだとかというのは車

を１台増やすのは会社にとって負担になってくるという形が前提として制度運用に矛盾が生じ

てくる、その辺の詰めはかなりしっかりやっておかなくちゃいけない事項じゃないのかな、積極

的利用は良いんだけれども、結局受け皿がないとか、しかも他の事業もそうなんですが既存事業

を活用してやっていくという前提の場合、その辺の問題がなかなか解決できないで先送りでいっ

て、お願いしたけども運転手はいませんとか車が手配できません、ということが起きてくればせ

っかくの制度が生きてこない。前から言っている制度設定の在り方がこれは前回の委員会の中で

緊急的な対応として、当面はハイヤーを利用した形でやるというものですから当然並行しながら

しっかりとした制度設定、地域交通のあり方みたいなものを並行してやっていくという考え方に

たってあくまでも今回は緊急対応という理解でいいのかまず。それと事業者側の今後の協定書

云々なんだけども、その前提となる条件整備、環境整備というのが町の立場でどこまでやるつも

りなのか。事業者だけに丸投げにはなかなかならない現実があるという前提に立って、その辺の

調整をどんどんとやって行くのか、それと今勝又議員からも出たように町内限定。緑に住んでる

人が小清水にいつも使っているんだと、現実的な距離感と経費の関係、それは必ず 100％出て

くるんじゃないかと思うんです。つくる実態的な高齢者の生活実態だとかそれに合わせた中での

制度の運用がされるのかあくまでも清里町という形の中ですね。他町においては割と緩くという

か広くされている町村もあるという事実の中でその辺の高齢者のための生活支援という観点に

立って特に通院と買い物が主体じゃないかと想像つくんですけども、その辺の現実的対応として

制度が運用された時にハレーション起こさないかどうかその辺の近隣町村の実態等も踏まえた

中で、きちんと捉えられているかどうか。この２点確認をさせていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず業者との詰めの関係が最初に言っていたかと思います。町がどれだけ業者にということも

ありました。当然今回このハイヤーの支援をやるにあたって業者の方と事前に協議を行いました

けれども、今後も詳細を詰めていかなければならないと思ってございます。今現在、町がこの制

度を行う上でどれだけ支援ができるかというのはまだ未確定な部分もございますけれども、当然

業者の方にお願いすることもあろうかと思います。この制度を作ったからには先ほどから言って

おりますけれども、使ってもらえる制度にしていきたいということで、それらの環境整備につい
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ても、十分今後詰めていかなければならないと考えているところでございます。 

それからこの制度につきましては、目的等については先ほども説明をしてございますけども、

高齢者等の日常生活に必要な交通手段を確保すると共に外出を促して福祉の推進ですとか活性

化を目指すということで、この施策については行っていくということで考えているところでござ

います。今後もこの施策がまだ案の段階ということで、今後詰めていくこと多々あるかなという

ふうに思いますけれども、十分に御意見等も参酌しながら先ほどの意見等も参考にしながらこの

支援策について進めていければというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 大変苦労されているというのは理解した上で、あえて言わせていただければある一定の課題に

ついてはやっぱり従来の枠組みで考えすぎちゃうと現実的に事業者が１社しかないという事実。

しかもスクールバスや貸し切りバスの関係それと昼間の２台、夜の１台で手いっぱいですよね。

では新しく投資するといったって、委託経費の中で賄えるかどうか、１人雇用した場合について

も経費のコストとかいろんなやっぱりそこをもう１回実態論として機能させるため落としどこ

ろを見つけていただきたい。決して今回の事業は丸投げとは言いません。しっかりと協議して高

齢者の実態に合わせた部分で実効性が伴って業者もそれなりの体制の中でできる環境というも

のをワンセットで。もう少し時間ありますから予算の関係、編成もあるでしょうから進めていた

だきたい。それともう１つ大事なのは高齢者の方々、交通手段を持たない方々の生活実態に即し

た仕組みになっているかどうかってことも含めて、町内にこだわっているようですけれども、そ

れはある一定のフィルターとして必要でしょうけども実態的にはあると。診療については長年、

小清水日赤であったりとかという事実もあるわけであったりと。途中までは JR の駅までは自分

で行けないけれども駅からは網走の鱒浦かどこかタクシーで行かれる方がいらっしゃって、色ん

なパターンが多様化しているという事実に基づいて対応策というものを柔軟に運用できる形で

なければ。形をつくったけれども実態的にフラストレーションが溜まって使えない、しかもこれ

は緊急的な対応というふうに理解していますので本来的な制度設定というのはまだ並行しなが

ら進められるというふうに認識しますのでその辺の対応を間違いなくやっていただいて予算も

含めた提案をしっかり早目にいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの古谷委員からの御意見等も踏まえまして、今言われました業者も含めた環境面の構

築、それから高齢者の実態に即した制度にしていかなければならないということも御意見として

取り入れていければと思っております。それから先ほど答弁漏れですが、あくまでこのハイヤー

の支援については町の行う交通支援策の１つの手段ということで捉えていただきまして、この後

また清里町全体を考えた場合の交通体系施策については、また色々ご相談をさせていただければ
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というふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。私から質問したいのですが、このタクシーのことに関しては３町でもやっ

ていますけれども、そういったところの状況というのは全て把握した上でこういうふうなことに

なったのか、料金の問題にしても斜里町あたりはうちの町は１メータープラスに関しては自腹と

いうことですけども、斜里町は１メーターしか払わなくていいんですよ。そういう作り方をして

いるんです。例えば峰浜とか朱円とかそういうところに住んでいる人は月の枚数が決まっており

ますので、自宅から斜里町に行く場合は１メーターしか払わなくても良いと。うちの町のやり方

とは大幅に違うやり方なんですけれども、まだ案ということなので、これが決定でなければ色々

ともう少し時間をかけてもんでも良いのではないかなという部分もありますので、そこら辺も十

分踏まえて考えていただきたいなと思います。 

 なかなか高齢者でタクシーに乗ってということで、やはり少ないお金で乗りたいという町民の

人が多くいると思いますので、そこら辺も十分考慮した中で考えていただければと思います。 

 それでは次の４番目清里町商工会ポイントカード事業について説明をお願いいたします。担

当。 

 

○企画政策課主幹 

 ７ページをご覧ください。1番の清里町商工会ポイントカード事業ですが、清里町商工会から

の報告を受けた内容では（1）10 月 31 日現在のポイントカード発行数は 1,015 枚となって

おります。（2）ポイントカードを介した加盟店での購買額は総額で 983万６千円で取り扱い件

数は 1,780件となっています。（3）10月に電子マネーとしてチャージが行われた額につきま

しては 252 万１千円。そのチャージ額で使用された額は 184 万円となっているという報告を

うけているところです。以上でポイントカードの状況説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 商工会のポイントカード事業について今担当より数字的なものも含めて説明がありましたけ

れども、これに対して何か質問がありましたらお受けしたいと思います。よろしいですか。 

 それでは最後にプレミアム付商品券事業について説明をお願いいたします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 では２番目の国で行っております消費税率改正に伴う消費喚起のためのプレミアム付き商品

券事業につきましては、10月末現在の状況として、商品券を購入できる引換券を交付している

方は低所得者という対象で 197 人であります。この内訳は、申請 214 人あったうち、要件が

外れた方が 17 名いたという状況でございます。低所得者としての要件を満たすであろう方へ

は、本年６月及び 10月に申請書を同封した勧奨文章を送付しております。その後、適宜申請に

より受付審査を行い要件を満たした方へは引換券の送付を簡易書留にて行ってございます。勧奨

対象者からの申請率につきましては 10月末では 29.6％ということでございますが、昨日現在

では 225 名で 31.2％という状況になっております。昨今の新聞でも国の方も約３割という状

況でございますので、本町も似通った状況なのかというふうに思っているところでございます。 
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 子育て世帯につきましては３歳半までのお子さんのいる世帯が対象となっておりまして、９月

末現在の出生状況から 89 人のお子様に対して、その世帯主 73 世帯に対しまして引換券を直

接送らせていただいております。こちらも簡易書留でございます。 

 （2）にまいりますが引換券の購入に及びました商品券の額という形になります。こちらは 10

冊つづり４千円のものを、使う時は５千円で使えるという触れ込みのものでありますけれども、

記載いたしました 304万８千円の購入額ということでございます。購入額は 10枚つづり１冊

が４千円ということで、762 冊分という状況になってございます。お一人様５冊まで、２万円

で２万５千円の物を買える状況になっていますが、一括購入される方もいらっしゃるでしょう

し、都度購入される方もいらっしゃるでしょうし、現在町では 762冊の売上があるということ

でございます。紙面にはありませんが、今週の頭 11 月 11 日現在では、346 万４千円という

ことで若干購入も増えているという状況でございます。 

 （3）の商品券の使用に基づきまして商工会等での換金に行われた額につきましては、10 月

末時点で 51万 500円になっておりますが、紙面にはございませんが 11月 11日今週の頭の

現在では 142 万 8,500 円の換金状況ということでご報告を受けているところでございます。

以上で説明終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま国プレミアム付商品券に関して説明がありましたけれども何か御質問がありました

らお受けしたいと思います。前中委員。 

 

○前中委員 

 プレミアム付の関係で発券場所が郵便局も適用になっていると思うんですが、わかれば地域で

の発券に対する申請割合というんですか、そういうものはどうなのかというのがわかれば説明し

て欲しいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまのご質問でございます。今委員おっしゃった通り、商工会だけではなくて札弦と緑の

郵便局も引き換えできるような形になってございます。商工会で低所得、子育て世帯あわせまし

て 143、札弦郵便局で 19、緑郵便局で 12、あわせて 174ということで、こちらは 11月 14

日現在ということでご理解いただきたいと思います。札弦郵便局は 19、緑郵便局では 12とい

う形になってございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。 

 それでは企画政策全般を通して何か御質問があったらお受けしたいと思います。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 



‐36‐ 

 

 全体というわけではなく、今のプレミアム商品券の関係で１点だけ聞きたいと思ったんですけ

れども、引換券交付数で低所得者より申請が 29.6％というのはなるほどと自分なりに考えてお

ります。その中で子育て世帯の方なんですけれども、これはその申請は何％なのか出ているんで

すか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 低所得者については申請なんですけれども、子育て世帯につきましては対象者にこちらの方か

ら対象ということで、直接引換券の方を送付しているところでございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤君。 

 

○伊藤議員  

私の認識不足で申し訳ないんですが、その引き換え券をその対象児童世帯に送付していますよ

ね。それが引き換え券ですから実際にそこがどれぐらいになっているというのが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 11 月 14 日現在ですけれども、子育て世帯でいきますと対象が先ほど言いました通り、89

でございまして購入しているのが 30 ということで、33.7％、約 34％の状況ということでご

ざいます。 

 

○池下委員長 

 伊藤君。 

 

○伊藤議員 

 それは引き換えしたということですか。それが使われたということとは別ですよね。申請とい

うか引き換えましたというのが 34％ということ。 

 

○企画政策課長 

 こちらではわからない。 

 

○伊藤議員 

 わからない、とりあえず 34％。わかりました。 
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○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 30％って国の新聞、報道でもあったんですけど手続きが僕は対象になっていないからよくわ

からないんですけど、ずいぶん手続きが面倒だというような部分で、その交付率が落ち込んでる

というようなことも聞いたんですけど、そんなに面倒なことなんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 面倒というか申請書につきましては御本人世帯のところに送っておりますので、あとは申請に

来ていただけるかどうかということですかね。というふうに思っているところでございますけど

も、手続的には非課税とかで対象はありますけども、その辺については申請書を送ってきていた

だくというような形をとっているところでございます。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。 

 それでは企画政策課これで終了したいと思います。どうも御苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 それでは大きな２番。懇談会で出された意見・要望等についてコミットの活用方法について、

また空き店舗対策についてを題材にします。局長。 

 

○議会事務局長 

 ８月 28 日に実施されました、商工会との懇談会の中のフリートークで出ました要望事項に

ついて、所管の委員会の方に今回報告申し上げるところでございます。１つ目のコミットの活用

方策についてでございますが、フリートークの中でスクールバスや都市間バスのバス停としての

活用が検討できないかというところが出されておりました。 

 空き店舗対策についてでございますが、中心商店街の空き店舗対策が話が進まないということ

で、その具体化について町の動きがないのかなということで、要望が出されたところでございま

す。９月の定例会、それから決算委員会を経たところでございますので事務局といたしましては

常任委員会で検討いただいて、これから３月の定例会もあるところでございますので、こういっ

たことがあったということを受け止めていただいてというところで確認していただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 この件に関しては先ほど朝の協議会の中でも色々と話しましたけれども、また常任委員会でも

こういう問題があがってきておりますので、こういった場所で色々と討議するのも必要でありま
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すけれども、今後、懇談会等色々な場所、色んな人たちと懇談会をする中でこういった問題もま

た出てくる可能性も十分ありますので、そういったところでまた議論していきたいと私は思いま

すがいかがでしょうか。 

 １つあれなんですけれども、コミットの活用方法についてということで、都市間バスの検討と

いうことも出ていますけれども、実際的には冬の除雪の問題とかどういう経路で小清水周りにす

るのかというのは、そう簡単じゃないと思いますので、話は出ますけれども実際問題、非常に難

しい問題ではないかと私も捉えておりますので、これも時間をかけて十分議論していく方がよろ

しいかなというふうに思います。皆さんの御意見を聞かせていただければと思いますが、いかが

でしょうか。議長。 

 

○田中議長 

 この件について、非常に難しい問題でやはり町の方で色んな土現だとか、道路の関係だとかま

たはバス会社だとかそちらの方にも働きかけて何とかなるものであれば何とかなった方が良い

だろうし。そういうことでこういう意見がありますよということで報告をさせていただくと。そ

ういうことで良いのではないかと私は思うんですけれども。 

 

○池下委員長 

 いずれにしても簡単な問題ではないですし、町の方からの要請ということになろうかと思いま

す。このことに関して議会として議員協議会の中で議論をしながら進めていければと思います。

この問題ばかりでなく色んな問題、空き店舗対策についても色々とありますので、今後とも議員

協議会、または議会運営委員会の中でも議論していかなければならない問題かなというふう思い

ます。そういう方向で宜しいでしょうか。それでは大きな３番、次回委員会について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、12月３日火曜日、９時からこの会場で予定しておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな４番、その他。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 委員長にお願いというか新年度予算の編成が順番的には始まっていって、今年実施設計だとか

調査とかやったやつがあると思うんです。３月の常任委員会でどかっと出て来るのかそれとも、

その辺の捌きをかなり発注して実施設計やっていて、もうある一定の方向が出ているだとか見え

てこないと。 

 それともう１つは例えば小学校の大規模改築。これ基本計画と実施設計の両方を並行して予算

付けてはしってますよね。この前、産福の方は焼酎工場が具体的に実態がどうなっているのか見

に行ったりしていますけれども、やはり大型事業が伴わないもの次年度予想されるものについて

は 12月、１月、２月しかないというわけですけれども、所管事務調査として季節の現状把握だ

とかその経過でどこまで事業が進捗してアウトラインが出ているのかということについても前
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捌きだとか現地視察なんかも時によっては必要なのかなと思うので、その辺は委員長、副委員長

にお任せしますので。特に総務文教常任委員会の所管の関係でいくと新栄小学校の取り壊しだと

か、清里小学校の大規模改築だとか、他にもたくさん色んなものが出てきて、それが実施設計だ

とか色んなものをたくさん発注していますよね。その辺の実態がどうなのかだとか、進捗状況が

どうなのかという、その辺も並行しながらやっていくとさらに短い限られた時間の中で委員会を

開かなくてはならないということも含めてその辺の捌き方、今後のご配慮願えれば。お願いで

す。あくまでも。 

 

○池下委員長 

 何年か前に新栄小学校の実態ということで視察に行ったりもしているんですけれども、いかん

せん町側が取り壊す予定、その他もろもろ使用する予定、一切出てきませんのでなかなか難しい

問題かなというふうに思いますけれども、新栄小学校ばかりでなくて。 

 

○古谷委員 

 清里小学校も次にやる。大規模改築は間違いなく。 

 

○池下委員長 

 この小学校もしかりですし、いろんな所の学校問題、相当問題がありますので、そこら辺もち

ょっと副委員長と相談しながら視察等も踏まえてやっていきたいと思いますので。よろしいです

か。他によろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

  それでは第８回の総務文教常任委員会を終了させていただきます。どうもご苦労さまでした。 

 

 （閉会 午前 11時 37分） 


