
‐1‐ 

 

第９回総務文教常任委員会会議録 

令和元年 12月３日（火） 

開 会  午前 ９時  2分 

閉 会  午前 11時 45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令和元年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

 

●消防署清里分署 

 ①令和元年度一般会計補正予算（清里分署所管分） 

 ②年末年始の消防団行事予定について 

 

●総務課 

 ①地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する 

 条例について 

 ②清里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

③緑清荘条例の一部を改正する条例について 

④清里町農山漁村体験施設条例の一部を改正する条例について 

⑤農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の一部を改正する条例について 

⑥緑温泉条例の一部を改正する条例について 

⑦緑清荘の指定管理者の指定について 

⑧令和元年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

  

●企画政策課 

  ①令和元年度清里町一般会計補正予算（第 5号） 

  ②清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

  ③国プレミアム付商品券事業について 

 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 
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○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 

 

 

○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 

■社会教育Ｇ総括主査   泉井 健志 

■消防分署長       岡崎  亨    ■消防警防係長     半澤 孝貴 

■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 

■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     ■まちづくりＧ主査   半澤  忍 

■まちづくりＧ主査    長屋 智洋     

 

  

○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 

  第９回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 町からの協議報告事項について、まずは生涯学習課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 12 月定例町議会で提案をいたします補正予算の内容について説明を申し

上げます。担当より説明いたします。 
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○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 それでは資料１ページによりまして生涯学習課補正予算協議事項について御説明をいたしま

す。９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、教師用指導書等購入事業でございます。 

平成 29 年に 10 年ぶりの学習指導要領の改訂が行われまして、平成 30 年各教科書会社が

文部科学省の教科書検定を受けまして平成 31 年度本町も共同設置をしておりますオホーツク

地区の教科書採択協議会で使用採択が決定しました教科書が、令和２年度より本格導入をされる

こととなってございます。 

国におきましては児童に対して無償供与いたしますが、教師用への教科書や指導書につきまし

ては各学校設置者が購入しなければなりません。今般この教師用指導書としまして、現在２クラ

スの学年があることから教科書及び指導書を２セット購入してまいります。また、新たに５・６

年生に教科化されました外国語に対応するため、デジタル用教科指導書も購入いたしまして、教

員の授業組み立てがより効果的な指導ができるよう導入してまいりたいと考えてございます。 

購入に係る費用といたしまして、教科書・指導書・デジタル教科書を合わせて 281万 7千円

を計上するものでございます。財源につきましては全て一般財源となります。 

以上、生涯学習課の補正予算協議事項でございます。 

 

○池下委員長 

 ただ今、生涯学習課の方から一般会計補正予算で説明がありました。委員の皆さん何か御質問

がありましたら。よろしいですか。 

それでは生涯学習課全般通して何か御質問があればお受けしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 確認なんですけれどもスクールバスの関係で２点。１点は冬時間になって、今年から新しい体

制になってたまたま朝の通学時間にバスを見るんですけど、夏季と冬季の実際の子供たち、児童

生徒の利用率の差が出てきているんじゃないかなと。実質乗車２名とか、天気によってはゼロ名

とかの状況がある、その辺の実際の利用率の推移というものをどのように現場でおさえられてい

るのか。大きなバスに 2 名とか、丸っきりゼロとか当然あるわけで。その辺利用率の確認は教

育委員会の中で具体的にされているのか、まず１点目。 

それとあわせてスクールバスの関係でいくと、冬時間になって病院の前に停まるようになった

んですけども一般の利用の特に通院関係の利用の実態は現時点でどのようになっているのか、こ

の２点を。 

 

○池下委員長 

 いいですか。課長。 
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○生涯学習課長 

朝の便については変わっていなくて、最終便が全体的に前倒しの時間になっているという状況

でございます。バスの利用状況についてはそのような話を聞いているところでございますが、乗

車等をしながら調査まではしていない状況でございますので、その辺の推移につきましては冬時

間になった部分で各バス会社からも利用実績が出てまいりますので確認をしてまいりたいと思

います。 

それから病院前に停車するようになりまして、それ以降一般の方が定期券を発行してほしいと

いう方が急激に増えている状況がございます。増えているのは全て緑・札弦線が全てでございま

す。その中で定員が補助席も入れれば 55名の大型バスを利用しているわけですが、理論的な数

字でいくと児童生徒プラス一般の定期券発行をしている一般の方を合わせますと 55 名を超え

るような状況が既に出てきております。しかしながら実態といたしましては定期券で乗車される

方、せいぜい月１回、２回ということで、現状といたしましてはまだ余裕がある状況でございま

す。ただ、いずれにしましても理論的にはもう 55名を超えているという実態がございます。以

上でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 まず新しい仕組みのスクールバスが走り出したという形の中で、やはり一回走り出した事業を

随時検証していく必要性が教育委員会として認識されていると思いますので、実際の朝とか帰り

の乗車実態というのをしっかりと。どうしても大きなバスに２名３名しか乗っていないというの

は見え方の問題だとか、当然親が送り迎えがその時間帯に合わなければ乗せて行くという実際的

に４台走っている中で、どういった状況があるかと。シーズンや色んな学校行事によっても差異

が出てくると思いますが、実態把握というのは追跡的にもしっかりやった上で来年の予算や仕組

みをどうしていくのかというところに反映されるべきものだと思いますので、その辺の取り組み

をまずしっかりやっていただきたいというのと、緑・札弦の関係については、50何名の定期券

の発行がある、実際に使うのは月１回、２回という形の中において、そういったことの今後の地

域交通のあり方というのは、企画政策課を中心に来年の新しい予算も含めて提案されるわけで年

度内に地域交通システム全体でいけば仕組みみたいなものを構築していく形になっているので、

それで教育委員会と地域施策の関係のしっかりとしたすり合わせ、構成の整理という形で新年度

予算の中に反映されるべきものと思いますので、その辺の内部的な調整、情報の共有という形を

しっかりやっていただきたい、このように考えていますので、教育委員会のとしての考え方がさ

らにあるのであればお聞かせ願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 
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 地域交通について教育委員会の考え方というより、現状といたしましては既に企画政策課の方

に現状を報告した中、企画政策課の方でも現地、実際にバスの乗車実態についての調査を始めて

いるところでございますので、その辺については連携をとりながら、教育はスクールバスという

観点ではございますが情報共有してまいりたいというふうに考えます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 学習センターの音響施設というか、機材なんですけれども、結構老朽化が進んでいるような話

も聞くことがあるのですが、今後更新とかその辺の計画はございませんか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 生涯学習総合センターにつきましては築 21年、22年目ということでございまして冷暖房、

ボイラー、音響、照明、屋根の雨漏り等、多岐にわたる課題が生じております。ただ、これにつ

きましては社会教育施設ほかにもスポーツ施設、ご承知の通りスキー場、トレーニングセンタ

ー、武道館、全て同じような課題を抱えておりますので、次年度の予算に向けては学習センター

のみならず他施設も全部洗い出しをした中、優先順位とそれから年度計画を持って次年度以降の

計画に反映させていきたいと考えております。音響につきましては、確かに既に不具合出ている

のは事実でございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 新年度予算に係る部分で、昨年の補正の段階で新栄小学校の解体工事、そしてアスベスト含め

た補正が今年度出されているわけですけども、昨年度末の段階で実績が進んでおりますから、追

加的な補正を含めて現在どの段階まで進んでいるのか予算的な話、規模的な話が 12 月の段階

で出てこないということは３月まで引っ張っていくのか。それとも１月段階で去年の補正でも既

にされている事案なのである程度アウトラインというものを１月ぐらいの常任委員会の中で示

されてくるのかということがまず１点。 

あわせて学校教育の整備の関係で基本計画と実施設計が同時進行しているんですけども、全体

的な計画の方向性、特に基本計画の関係についても同じく３月ぎりぎりまで引っ張っていくのか

１月くらいの常任委員会に総体的な方向性と年度プロットが出せるような形になっているのか

確認をさせていただきたいと思います。来年度予算に関わる部分なのでギリギリ３月じゃ議論の

しようがないことなので。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 新栄小学校につきましては申し訳ございません、既に総務課のほうに所管替えしておりまし

て、そちらの方で協議されていると思いますのでご理解いただきたいと思います。それから、も

う１点目が改修計画でございます。現在、長寿命化計画 12月工期ということで策定をしている

最中でございます。これにつきましては、各教育施設の調査が終わりまして、調査の結果報告な

ども業者から来ているところでございます。年明け１月の常任委員会でその概要を御報告させて

いただくとともに、それをもとに今後の改修計画について一定程度の提示をさせていただきたい

というふうに考えております。 

ただし、いずれにいたしましても町の交付金を申請している段階でございますので、その推移

を見ながらこれが当初予算の提案になるのか、また補正になるのかという部分につきましては、

交付金との相談にもなるか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 

 いいですか。他に。前中委員。 

 

○前中委員 

 今の改修計画とあわせて、前回の委員会でも出たんですけれども外構工事の部分で、やはりス

クールバスの乗車の今の現況の中で冬季になればなるほどスクールバスの乗り口で冬場に雪が

積もっただとか、校内に入れない実態、どうも道路における乗り降りという部分で、やはり夕暮

れどきの現状でも雨で大変見通しが悪い中で、子供の安全の観点を考えるんであれば、やはりそ

の優先順位はどこに置くかとなると、まずその辺のスクールバスの動線を乗り降りするスペース

づくりというのはどうしても避けて通れないんじゃないのかなと現状で思っているんですけれ

ども。現況で給食センターの駐車帯もありますけど、そこら辺もあわせて安全確保の動線作り、

スクールバスの動線というか、そういうことも検討の中ではしっかりと押さえて議論していただ

きたいなと思ってはいるんですよ。たまたま 11月の夕暮れどきの時間帯に通ったとき、子ども

が乗り降りで走ってきたとき、雨が降っていて見えなかったという。特に中学校から小学校に行

く間のスクールバスの回遊路線の中でも現実、中学生のあの乗降口でもそうです。かなり危険で

すよ。小学校も同じですけれども、それは認識していると思いますけども、少しの変更で可能で

あれば、そういう形を検討していただければと思うので今後の中で考慮していただきたいと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 スクールバスの乗降口でございますが、これにつきましては当初は降り口も 16 号に設定し

たものを２線に変更するなどの方策はとってございます。今後、憩いの広場の活用の仕方になっ
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てくると思うんですけども、そこを踏まえた中で検討していかなきゃならないと思っておりま

す。しかしながら、あそこの教育ゾーンと言いますか郷土資料館、ゲートボール場、保育所に繋

がるさくら通り、一連の動線の中の全体的な考え方もあるのかなというふうに考えております。

まずは委員御指摘の安全確保、現状の中でしっかり取っていきながらこのバスの乗降口について

も検討してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありますか。 

なければ生涯学習課これで終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 それでは消防署清里分署について協議いたします。 

 2点ありますので 1点ずつ説明をよろしくお願いします。署長。 

 

○消防分署長 

清里分署からの提出議題、令和元年度一般会計補正予算（清里分署所管分）につきましてご説

明いたします。私からは 12 月定例議会へ提案する運びとなった補正概要と経緯につきまして

口頭でご説明させていただき、資料の説明は、後ほど担当係長より説明させていただきます。 

はじめに、この度の補正は清里消防団第２分団に配置している消防６号車を更新するための補

正予算となります。この車両は、昭和 63年度に、札弦・神威地域の安心・安全を守る消防車両

の第１線車として配置した２.１ｔタンク車であり、配置後 31 年を経過し、車両状態や真空ポ

ンプ等の資器材の状態、また、故障などによる部品調達状況をふまえ、更新の時期を迎えてはお

りますが、更新するに至った要因は、来年９月の車検において、車両の消防力を維持した状態で

過積載を解消することが不可能となるため、後年時に計画していた６号車の更新順位を繰上げて

更新するものであります。  

消防車両の過積載につきましては本年４月に全国的な問題として発覚し、清里分署では、随

時、北見運輸支局に車両を持ち込みながら重量を計測し、重量オーバーとなっている車両につい

ては、過積載状態を解消するための協議・調整を行いながら対応してきたところです。 

この６号車は、重量計測によって 545ｋｇの超過が確認され、現在、２.１ｔタンク内の積載

水量を減水することによって対応しておりますが、来年９月の次期車検におきましては、法に基

づく車検審査となりますので、積載水量調整による現在の対応が認められないこととなります。  

ご承知のとおり、消防車両には万一の火災に備えて、消火活動に必要となる資器材を積載して

おり、その必要な資器材から 545ｋｇの減量を実現することは難しく、減量する場合は現状の

消防力を維持することが困難となります。 

前段申し上げましたが、この６号車は、札弦・神威地域の安心・安全を守る消防車両の第１線

車でありますので、早期更新が必要な車両として消防団本部、地元第２分団と協議を重ね、車両

更新の順位を繰上げる中、令和２年度の事業として更新する方向で検討を進めておりましたが、

今年度の過疎債追加配当が見込まれる状況となりましたので、前倒しによる本年度の事業として

早期発注を行い次期車検である来年９月までの納車を見据え、12月定例会へ補正予算のご提案

をさせていただくものです。お手元の資料１ページの「補正予算概要」並びに２ページから４ペ
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ージの「車両の概要」につきましては、係長より説明させます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○消防警防係長 

 12月定例議会に御提案いたします補正予算の概要につきましてご説明いたします。１ページ

をお開き願います。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費の斜里地区消防組合清里分署負担金事業として、分署長

説明のとおり、消防６号車の過積載状態解消に伴う車両更新費用を増額補正するもので、事業費

合計で４千 57万円、内訳は、手数料１万７千円、自動車損害保険料４万６千円、自動車購入費

４千 44 万１千円、自動車重量税６万６千円、財源の内訳は、町債３千 600 万円、一般財源

457万円となります。 

次に、更新車両の概要についてご説明させていただきます。２ページをお開き願います。 

現在、清里消防団第２分団に配置している車両は、項目１のとおり、６号車として 2.1tタン

ク車１台、７号車として積載車１台、合計２台を配置しております。車両の詳細につきましては、

記載のとおりです。 

次に、更新する６号車の検討状況につきましては、項目２のとおり、現在の６号車の消防力を

維持することを基本とし、清里消防団本部・地元第２分団と協議する中、次のとおり検討を行い、

更新車両を選定しております。 

（１）車両はタンク車とし、泡消火・水消火を問わず消火能力に優れていること。 

 （２）機関員確保のため、中型車（８ｔ未満）以下の車両とすること。 

 （３）７号車との連携を含め消火活動に支障が無く、維持管理も容易であること。 

 （４）導入経費、維持管理経費が安価であること。 

なお、比較車両につきましては、限界重量８ｔの中型車両に現状と同等の２ｔタンク、消防ホ

ース 40本、活動に必要な照明器具や梯子などの資器材、乗車定員７名を配備すると限界重量８

ｔを超えてしまい、配備できません。泡消火対応車にあっては CAFS 搭載車、水消火対応車に

あっては PP水槽 1.5tタンク車と、現行と同じ仕様の 1tタンク車の３台で比較検討しました。

検討の結果、CAFS 搭載車、水槽容量 800ℓ の準中型車両が選定されました。 

CAFS 搭載車の概要とメリットにつきましては、項目３のとおり、CAFS とは圧縮空気泡消

火装置という略称でありまして、ユニット内で水と消火薬剤を高圧の空気で混ぜて泡を生成し、

この圧縮空気泡の放射により消火活動を行います。 

メリットとしましては、一つ目として、消火効率が高いこと。具体的には、水をより有効・効

率的に活用できるため、冷却・浸透・窒息・再燃防止の効果が高く、水消火の約 15倍の消火能

力があるといわれており、更新する車両は 800ℓのタンク車ですが、水消火の 10tタンク車に

相当します。 

二つ目は、消火効率が高く、少ない水で消火できるため、跳ね返りによる無駄水が少なく、水

損の軽減を図ることができます。 

三つ目は、ホース内も空気泡であるため、ホース重量が軽くなり団員の機動性向上と疲労軽減

が図れます。ホース１本の重量が、水消火と比較し 80kgから 30kgに軽減されます。 
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四つ目は、車両が準中型車（7.5t未満）のため、機関員確保に繋がります。 

五つ目は、ベース車両が準中型車でタンク容量も 800ℓであるため、導入経費が安価である

とともに、維持管理も容易で維持管理に要する経費も他車との大差はないことなどがあげられま

す。 

また、消火薬剤につきましては、主成分が石鹸やシャンプーと同じ天然成分由来の界面活性剤

のため、人体に与える影響も少なく、かつ環境にやさしく、放水後の泡も時間がたてば自然と消

えていくものであります。 

次に、図面で車両をご説明させていただきます。３ページをお開き下さい。車両は、ベースが

準中型車のため、全長が５ｍ74 ㎝、全幅１ｍ98 ㎝と、非常にコンパクトな乗車定員６名の消

防車両です。 

３ページは、シャッターを閉じた状態の艤装三面図であります。４ページは、シャッターを開

いた状態の積載配置図であり、図面に掲載している資器材の説明は、省略させていただきます。 

最後に、この補正予算につきましては、12月 26日開催予定の斜里地区消防組合定例議会に

上程させて頂き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 

 ただいま消防分署の補正予算について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。古谷委員。 

 

○古谷委員 

非常に重要な話なのでしっかりと進めて欲しいと思うんですけれども、艤装とか装備は現行の

やつを完全に積み替えで新しく追加すべきものはないという考え方で、今回の補正予算の中に全

て含まれているというふうに理解していいのか、まず１点。その軽量化を図るとか新しい泡の装

置で新しく積んでいる資機材・艤装等の追加的な措置が予算の中に伴っているのかの確認です。 

２つ目は繰り越しになっていくわけで、新年度になっていくわけですから現実的に９月車検で

すから特殊品等含めて備え付けもある一定の期間を要する形の中で、具体的に車検に間に合うの

かという形の中で今回の補正措置において事務執行ができるのかが２点目。 

３点目、現行車両の処分はどのような形で行われるのかの３点を御説明いただきたいと思いま

す。 

 

○池下委員長 

 署長。 

 

○消防分署長 

 まず１点目でございます。今回の補正予算に新しい車両の艤装を含めた全てが含まれているの

かというところであります。結論といたしまして、全て含まれております。今回予定しておりま

すのは担当係長説明のとおり、準中型車両でありまして、もう少し具体的に申し上げますと３ト

ンクラス、150 馬力４ＷＤの車種の準中型車でありまして、約 900 万程度のベース車両の金

額になります。そこに艤装、いわゆる CAFS装置を含めた、また 800ℓのアルミタンクも全て

装備した金額が約４千万ということで、今回の補正予算ご提案をさせているところであります。 
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 ２つ目につきまして、来年、車両自体は受注生産になります。早くても１月入札、その後金額

が大きいものですから消防議会の議決案件になってまいります。そうすると、着手できるのが３

月から着手ということで次期車検が明年９月、そこに間に合うのかというところでありますけれ

ども、私共事務当局といたしましては、そこに間に合わせたいという思いで今回前倒しによる

12月定例会の補正で予算計上をさせていただいている。当然来年９月の車検に間に合うという

ところが１つの前提にあります。 

 ３点目、現在の車両の処分の方法でありますけれども、先ほど説明のとおり、この車両という

のは過積載状態の車両であります。次期車検ということになりますと大きな改修工事を伴わなけ

れば消防車両として維持管理ができないということで処分といたしましては、単純に申し上げま

すと廃棄処分という形になろうかなというふうに思いますが、過日地元第２分団と相談をする

中、地元の札鶴ベニヤですとかそういったような大きな敷地を持っていて敷地内で運行ができ

る、要するに車検をとらなくても運用ができる、そういったような大きな事業所などがあれば、

そちらの方に声をかけてくださいという形でも申し入れがありますので、そういう方向で調整を

させていただければというふうに思っております。以上。答弁とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 他の消防車両も過積載のものがあると思いますけども、他のものについては軽量化などで車検

が通るような状態にされるのかどうなのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○消防分署長 

今回４月に発覚した過積載当分署におきましては、第１分団、第２分団、第３分団すべての車

両を含めて６台が重量オーバーということでありますが、その内４台についてはその限界重量と

いうところもありまして、記載事項変更ですとか記載事項変更で済まなかった３号車について

は、今回６月の補正でアルミホイール、また部分修繕、物を降ろすという対応の中で解決できて

おります。今回、どうしても整理ができなかったのが札弦第２分団の中型車両限界重量８ｔ、こ

の中型車両がどうしても調整ができなかったというところで、まず６号車について、明年車検を

見据えて更新をしていく。また残っているのは緑第３分団に配置をしている８号車。同じく中型

の２ｔ車でございます。これについては団員の数また緑地域、清泉、青葉地域の安全を守る消防

車両として今年の９月車検でありましたが、第３分団と協議調整する中現在は７名の乗車定員で

ありましたけれども、２名定員という２ｔタンク車ということで運用しています。 

ただ、２名の定員では消火活動はできません。当然８号車、それに積載車である９号車、この

２台セットで消火活動に当たるという体制をとっています。この８号車についてもこれから未来

永劫それでいいのかという部分が懸案事項として残ります。当分署といたしましては明年度以降

この８号車についてもしっかりと車両の更新、これを見据えた中で検討してまいりたい、このよ
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うに思っております。以上。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは②番の方について説明をよろしくお願いします。署長。 

 

○消防分署長 

 清里分署からの提出議題、年末年始の清里消防団行事予定につきまして、係長より説明させま

す。 

 

○池下委員長 

 担当。  

  

○消防警防係長 

 年末年始の清里消防団行事予定についてご説明いたしますので、５ページをお開き願います。 

（１）歳末特別警戒活動の実施につきまして、①の実施期間につきましては、令和元年 12 月

26 日（木曜日）～30 日（月曜日）までの５日間で実施いたします。②の期間中の行事につ

きましては、啓蒙サイレンの吹鳴を、実施期間中の午後７時から 30 秒間吹鳴いたします。 

 次に、夜間広報活動を、12月 26日（木曜日）に「緑地区」・12月 27日（金曜日）に「札 

弦地区」・12月 28 日（土曜日）に「清里地区」、いずれの日程も、午後７時から午後８時の間

で実施いたします。 

（２）清里消防団出初式につきまして、①の実施日につきましては、令和２年１月４日（土曜日）、 

②の開催行事につきましては、午前 10時 30分から分列行進、コミット前から町民会館まで午 

前 10時 45分より、町民会館内において式典を実施いたします。 

ご来賓の方々へのご案内は 12月中旬に発送予定です。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま年末年始の消防団行事についてということで説明ありましたけど、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。 

それでは消防署全般を通して、何か御質問があればお受けしたいと思います。よろしいです

か。それでは消防これで終わりたいと思います。どうもご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

それでは、総務課進めたいと思います。８点ありますので１点ずつよろしく説明お願いしま

す。課長。 

 

○総務課長 

本日のこの課の提出案件につきましては①②につきましては、先の常任委員会で制度設計の概

要説明をさせていただきました、会計年度任用職員である関係条例の改正と新たな条例の制定で

す。②から⑥につきましては、温泉３施設におけます施設使用料にかかる条例の改正、⑦につき

ましては、募集しておりました緑清荘の指定管理者の選定結果、⑧につきましては 12月の定例
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町議会に提案を予定しております補正予算の概要となっておりますので順次担当より御説明さ

せていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○総務Ｇ主査 

それでは私の方からまず地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例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。 

既に常任委員会において説明しておりますが、先に地方公務員法及び地方自治法の一部が改正

され、会計年度任用職員制度について令和２年４月から開始されます。この法律の改正により本

町の条例において改正が必要なものについて、一括して整備するものでございます。 

３、一部改正が必要となる関係条例として１号から８号まで記載の８本の条例について一括整

備することになります。 

４、施行期日は法律の施行に合わせた令和２年４月１日からとなります。 

詳細について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。 

第１条関係、公益法人等への町職員の派遣等に関する条例の一部改正として、第２条第２項第

３号において引用元の改正による変更及び文言の整理をするものであります。 

次に、第２条関係、清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正として、第

３条第１項において任命権者の報告事項の対象から除外される非常勤職員のうち、再任用短時間

職員と法第 22 条の２第１項第２号に掲げる職員、すなわちフルタイム会計年度任用職員につ

いて除外することを規定するものでございます。 

３ページに行きまして中段、第３条関係、職員の分限についての手続及び効果に関する条例の

一部改正として、第４条第１項において文言の整理、第５項において分限休職が可能な期間につ

いて、会計年度任用職員においては会計年度内の任用期間の範囲に限ることを追加するものでご

ざいます。 

４ページをご覧下さい。第４条関係、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正とし

て、第３条において減給の対象となる給料の月額について、パートタイム会計年度任用職員にお

ける月額報酬も対象となる旨、規定するものであります。 

次に第５条関係、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正として、第 15条第

３項において文言の整理、５ページに行きまして第 19 条見出しの非常勤職員を会計年度任用

職員とし、本文において会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について規則に委任する規定とす

るものであります。 

第６条関係、清里町職員の育児休業等に関する条例の一部改正として、第２条第３号アの（イ）

において、次条以降の追加による説明の変更、６ページに行きまして下段、第２条の２において

引用元の改正による変更及び文言の整理をするもの、７ページに行きまして、第２条の３におい

て次条の追加による説明の変更、８ページは飛ばしまして、９ページをご覧ください。 

第２条の４として育児休業法の改正により非常勤職員の育児休業取得可能期間が、１歳６ヶ月

から２歳まで延長されたことに対応する規定の追加及びそれに伴う条ずれ、10ページに行きま

して第６号において再度の育児休業が認められる特別な事情として、保育所等における待機児童
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のケースについて追加するものであります。その下、第７号において第２条の４を追加したこと

による変更、第７条第２項において育児休業をしている職員の勤勉手当の支給規定において、会

計年度任用職員を除くことを規定、第８条において育児休業から復帰した職員の給与等の取り扱

いについて、対象となる職員の定義から会計年度任用職員を除くことを規定するものでありま

す。 

11ページに行きまして、中段、第７条関係、清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給

条例の一部改正として、第１条において地方自治法の改正による引用条項の変更、12ページに

行きまして、第８条関係、町職員の給与に関する条例の一部改正として、第 22 条の３を新設

し、会計年度任用職員の給与に関しては別の条例を制定することを規定するものであります。最

後に附則として施行日について令和２年４月１日から施行としております。 

以上で地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例につきまして説明を終わります。 

 

○池下委員長 

ただいま担当より説明がありました①番について、何かご質問があればお受けしたいと思いま

す。それでは②番お願いいたします。担当。 

 

○総務Ｇ主査 

続きまして清里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてご説明

申し上げます。13 ページをご覧下さい。 

先ほどご説明しました一括整備条例の中にもありました、会計年度任用職員の給与に関する規

定について別の条例において定めるとされているところの、条例について新規に制定するもので

あります。２の制定内容に記載のとおり、大きくはフルタイム会計年度任用職員の給与及び諸手

当、パートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当並びに費用弁償、特殊な会計年度任用職

員における特例について規定するものであります。３の施行期日については法律の施行に合わせ

た令和２年４月１日からとなります。 

また、条例の中身の説明に入る前に、前回ご説明しました会計年度任用職員制度移行における

制度設定について修正を行った点がありますのでご報告致します。前回、保育士について福祉職

の給料表を使用するとしておりましたが、正規職員に合わせて一般行政職の給料表の中で格付け

を行うこととしたため、給料表は一般行政職と医療職の２表となります。また特殊な職として給

与体系を別に定めることとする職について、地域おこし協力隊につきましても職務の特殊性や現

行の給与水準を勘案し、特殊な職として整理しております。 

それでは 14 ページをご覧下さい。清里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例についてご説明いたします。 

まず初めに目次がございます、第１章が総則、第２章がフルタイム会計年度任用職員の給与、

第３章がパートタイム会計年度任用職員の給与、第４章がパートタイム会計年度任用職員の費用

弁償、第５章が雑則となっております。 

本文の第１章総則において、第１条は根拠法及び制定事項について、第２条はフルタイム会計

年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の定義、第３条は会計年度任用職員の給与として

フルタイムが給料その他記載の手当、パートタイムが報酬及び期末手当となり、給与の支給方法
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及び実費弁償の取り扱いについて規定しております。 

15ページ、第２章フルタイム会計年度任用職員の給与において、第４条が給料表の種類及び

適用範囲、第５条が職務級の原則と等級別基準職務表について、第６条が号給の決定方法、第７

条が給料の支給日と計算の考え方について正規職員に準ずると規定しております。 

第８条以降は各種手当について正規職員に準じた取り扱いとすることを規定しております。第

８条が特殊勤務手当、16ページに行きまして、第９条が時間外勤務手当、第 10条が通勤手当、

第 11条が夜間勤務手当、第 12条が休日勤務手当について規定しており、第 13条において勤

務１時間当たりの給与額算出時の端数処理について規定しております。 

第 14 条は期末手当について任期が６ヶ月以上のフルタイム会計年度任用職員において、正

規職員に準じた取り扱いとなる規定、６月期における前会計年度任用期間の通算の取り扱いにつ

いて規定しております。 

第 15条は勤務１時間当たりの給与額の算出方法、18ページに行きまして、第 16条は欠勤

の場合の給与の減額について規定するものであります。 

次に第３章パートタイム会計年度任用職員の給与において、第 17 条はパートタイム会計年

度任用職員の報酬について、月額報酬、日額報酬、時間報酬の３種類の算出方法について規定し

ております。 

19ページ、第 18条以降はフルタイムに準じて各種報酬について定めております。第 18条

が特殊勤務に係る報酬、第 19条が時間外勤務に係る報酬、20ページに行きまして、第 20条

が夜間勤務に係る報酬、第 21条が休日勤務に係る報酬、21ページに行きまして第 22条が勤

務１時間当たりの報酬額算出時の端数処理について規定しております。 

第 23 条は期末手当についてフルタイムと同様、６ヶ月以上の任期要件や算出基礎月額につ

いて平均月額をとる考え方、任用期間の通算について規定しております。 

22ページに行きまして、第 24条が報酬の支給日と計算の考え方、第 25条が勤務１時間当

たりの報酬額の算出方法、23ページに行きまして、第 26条が欠勤の場合の報酬の減額につい

て規定しているものであります。 

次に第４章パートタイム会計年度任用職員の費用弁償において、第 27 条はパートタイム会

計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について、第 28 条が公務における出張に係る費用弁償

について規定しております。 

第５章雑則について 24 ページに行きまして、第 29 条が正規職員に準じた給与天引きの規

定、第 30条において、会計年度任用職員のうち特殊な職の給与について別に定めることを規定

しております。第 31条は規則委任の規定となります。 

制定附則において、１号で施行期日、２号で制度移行前の期間について期末手当の算定期間に

通算する特例を規定してございます。 

以下別表として 24 ページから 27 ページにかけて行政職給料表と医療職給料表について、

27ページから28ページにかけて等級別基準職務表としてそれぞれの給料表において適用とな

る職務及び級について規定してございます。 

29ページをご覧下さい。関連致しますので清里町会計年度任用職員の給与に関する規則につ

いてご説明します。 

この規則は只今ご説明いたしました会計年度任用職員の給与等条例において委任された事項、

運用上必要な事項について規定するものであります。 
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まず初めに目次として第１章総則、第２章フルタイム会計年度任用職員の給与、第３章パート

タイム会計年度任用職員の給与、第４章雑則という構成となっております。 

本文の第１章総則として、第１条が規定の趣旨、第２条が定義、第２章フルタイム会計年度任

用職員の給与において、第３条は第１項でフルタイム会計年度任用職員における号給の決定の基

準となる職種別基準表について、第２項で経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給

調整としての前歴加算について、30ページに行きまして、第３項において号給決定における上

限について規定しております。第４条は職種別基準表の適用方法、第５条が経験年数を有する場

合の加算号数、第６条は特殊な経験等を有する場合の号給決定の特例、第７条が単純作業に従事

する場合の号給の決定について経験年数を加味しないことの規定、第８条はフルタイム会計年度

任用職員における給与支給日について 21日とする規定、31ページに行きまして、第９条は特

殊勤務手当として、会計年度任用職員における保育士のクラス担任について月額 5,000円とす

る規定、第 10 条から第 12 条にかけては各種手当の支給に関し正規職員と同様とすることを

規定してございます。 

次に第３章パートタイム会計年度任用職員の給与において、第 13 条は時間外勤務に係る報

酬について支給割合を規定するもの、32ページに行きまして、第１号で平日における支給割合

100分の 125、第２号で週休日の支給割合 100分の 135、第２項で振替後の割合 100分の

３５とすることを規定するもの、第 14条は期末手当の支給について、第１項で基本的な事項を

正規職員に準ずる規定、第２項で期末手当の対象とならない極めて勤務時間が短い者について１

週間当たり平均時間 15 時間 30 分未満とすること、第３項において期末手当の算出基礎月額

から１号から４号までの各種勤務に係る報酬の額を除く規定、第 15 条は報酬の支給日として

月額支給対象者がフルタイムと同じ 21 日、日額又は時間額での支給対象者が翌月 10 日と定

めるもの、第 16条は時間外勤務に係る報酬等の支給日について規定、33ページに行きまして、

第 17 条が時間給のパートタイム会計年度任用職員における有給休暇取得時の報酬の支給につ

いて規定しております。 

第４章雑則において、第 18 条は規則に規定するもの以外の町長への委任事項について規定

するものございます。 

附則として、１号で施行期日、２号で経験年数による号給調整について制度移行前の期間につ

いて通算する措置を規定してございます。 

以下、別表として職種別基準表により職種ごとに基礎号級と号給調整の上限号給について規定

するものであります。以上で清里町会計年度任用職員の給与に関する規則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、②につい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。古谷

委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ確認したいんですけども前回の委員会では福祉職の給与号俸を、学童保育だとか保育

所のフルだとか、使っていくという話、今回変更しましたという形の中で一般行政職の使ってい

って、現実的には対応的には変わってないと思うんです。基礎号俸を上乗せして福祉職の１ー
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10でスタートさせるやつを、行政職の１－21でかさ上げして、そこを基礎号俸でという形で、

今回整理した理由というのは、職種ごとに煩雑になるという単純な理由なのか。予算的にとか財

政負担的には全然変わらないし、気になるのは前歴加算をどうやっていくのかということ。前回

のやつでは１の５年と７年とで福祉職と保育士と一般事務では変わったんですか、その辺の整理

も含めて今の考え方で理解していいのか。処遇については前回説明と変わらない。ただ、職種ご

とに煩雑になってくるので一定の整理をしたという形の中と前歴の取り扱い、これをどのように

最終的に整理されたのか。その確認だけさせてください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 福祉職をやめた理由といたしましては、そのまま会計年度任用職員制度そのものが国の指示で

始まった中で、国に合わせて福祉職給料表の活用も考えたわけですが、やっていく中で最終的に

は町の今職員が使っている行政職と医療職とあわせて２つの給料表でやっていくのが煩雑にな

らなくて望ましいという考え方から変えたところであります。 

 それからもう１つの前歴換算につきましては一般事務５年、保育士７年、医療職９年を上限と

して設定しております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今課長がおっしゃったとおり、清里町においては福祉職で一般行政職の正職員の方は職員の給

料表を使っていないという形の中でただ一方であるのは保育等の人材を確保するためにある程

度給与待遇をしっかりやっていく、人材確保の関係の中で一連の動きがある中で特に保育士の、

これは都市部においても郡部においても同じような人材確保が非常に難しいという形の中で、あ

る一定のかさ上げをしながら人材確保をやっていくといった政策的な展開もあってそういった

一連の流れでずっと様々な部分での公務員給与、職員待遇の見直しというその一連の流れで、今

回清里町においてはその基準号俸、スタート号俸の調整で当面は対応するっていうそういった整

理をされたっていうこともあわせて理解しておいてよろしいんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今おっしゃられました福祉職、保育職、当町においても募集をかけておりますが、なかなかい

ない状況にありまして、これは他の町との会議等での情報交換の中でもやはり同じ現状でなかな

か募集かけてもこないという現状であります。 

 今回の会計年度任用職員に移行するということで、現状維持でそれを上回る形での給与設定、
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手当の関係も国に合わせた 2.6 ヶ月というのも入れまして、それにプラス前歴加算を盛り込ん

だところでございますので現状よりはかなり処遇は改善されるという理解のもと、なるべく応募

者が来ることを願っているところであります。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 今、色々一連の流れで保育士とかの部分については都市部に限らず、郡部においても人材的な

今回そういったかさ上げをして、ある一定の待遇改善を図ったという形になっていますけれど

も、その辺きちっとしっかりと周知されているのかどうなのか。当然、条例改正後に新たに 12

月条例改正提案ですから、可決された場合については現在の保育士の募集の段階ではそういった

形ではないと思うんですよ。フリースタイルの中での募集をかけているという形で、なかなか現

実的には学童保育欠員だとか。そういった形になっているのが実態だと思いますので、新年度職

員の募集に関する部分で 12月定例会終了後、条例可決後の臨時職員の募集の在り方、もう１回

しっかりと中身を町民の方や新たに職を求める方にしっかりと周知した上で職員の募集を再度

かける必要があるのではないかと考えるところですけど、その辺の対応については、今どのよう

に検討されているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この制度設定が議決いただいた後、これを実際に応募者にどう周知していくかというのもあわ

せて今、担当部局で協議しているところでございます。議会議決いただいた後は、なるべく早い

時期になるべく資格者に届くような形での周知方法を進めていきたいと考えています。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 前回の委員会の中で、確か前中委員からの話だと思うんですけど、地元で働く若い人の働く場

がないという中で、今回こういった手当を含めて給与のかさ上げ等がされていくとなると、やは

り地元でこういった役場のある一定の新しい仕組みの中にしっかりと浸透していきたいという

意欲をもった若い人達がいる可能性が非常に高いと思いますので、その辺の掘り起こしも含めな

がらしっかりと、それともう１つ議論があったのは、前回のこれも前中委員だったんですけども

世代的な交代と言いますか臨時職員等に関する部分の人事、人が代わっていく新しい人たちに対

しても少し手厚くやっていくだとか、逆に現場で経験則が非常に薄い部分があったりして、例え

ばパートにおいても経験則のある人を配置していくだとかそういったことも含めて新しい制度

の会計年度任用職員だとかはそれにハマらない臨時職員の活用という形で全体で考えていく必
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然性が生じているのではと思いますので、その辺について、きめ細かな配慮、人材の確保を望ん

でいきますけれども、その辺について総務課としてはどのような対応を今後考えているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回、この条例が御理解いただいて制度設定された場合、処遇の改善はなると思います。ただ

し人材不足という部分は簡単にはなかなか解決していない現状は当面続くということも考えて

おりますので、このあと職員募集に関してどういう募集の仕方が効果的なのか、なるべく技術を

持っている方への募集のことが届くような方法を考えていきたいというふうに考えております。 

 

○前中委員  

余りそんな詳しくないんですけども、今回任用制度の中で、給与・報酬という大きな手当の中

の括りができたという事で、本来は給与と報酬は全く考え方が異なる部分だと思うんですよ。そ

の中でフルタイム、あとパートタイム中で報酬という形で古谷委員もおっしゃったけども、給与

体系よりも人材登用の活用の仕方の中で、このフルタイムだとかパートタイムを活用しながら、

今本町で特に課題となっている子ども子育て支援における認定こども園、ここの取り組みもフル

タイムじゃないパートタイムの登用ということも、こういう考えも今、副業規定というので企業

も副業を認める公務員、任用採用でも働く人は結構いるって話も聞いてますから、そういうよう

な活用を今ここで見るとどうも焼酎工場の一般事務だとかのその活用の諸表はあるんですけど

も開設準備室におけるそういうきちっとした資格だとかそれを持っている人材登用をパートタ

イムで登用できるような人材確保というのはこの中に謳った以上は可能かなと、そういう部分を

少し見開きしながら活用策があるんであれば、そういう形で今後展開していってもいいのかなと

思いますから、今一つの職種に対する人材確保ということで公務員の任用制度の活用の仕方とい

うことで話はしたんですけども、今後の中で変更規定もたぶん出てくると思いますからね。そこ

ら辺も踏まえて順次柔軟に制度を見直していった方が良いのかなと。事務職だとか職員としての

給与体系に対しては何ら問題ないですけど、報酬となるとやはりなかなか給与と報酬、両方もら

う登用の仕方もあり得ますしね、現実。今社会がそういうようが労働環境、給与体系が少しずつ

変わってきているからそこら辺も踏まえて今後の中で柔軟に対応していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 来年４月から制度が始まります。この制度が始まった後どういうことになっていくのかってい

うのは見えない部分もございます。その中でこの会計年度職員の中で定めるフルタイム、パート

タイム、またあわせて正規職員この３つの考え方を制度の状況が進む中で検討を続けていかなけ

ればならないということは考えております。 
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○池下委員長 

 担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 １点、補足といたしまして、まず副業の部分でございます。当然、地方公務員でございますの

で副業は認められないというようなことが従来ございました。この会計年度には職員につきまし

てパートタイムの会計年度任用職員につきましては副業の従事制限はされておりませんので副

業は可能だということがございます。ただ、その他の部分で労務管理とかそういったものがまた

色々出てくると思いますので、そういった課題は起こるかなということで思ってございます。 

 

○池下委員長 

 この任用制度の給料の問題というのは人材を集めるためには、やはり給料の高い安いというの

は重大な問題かなというふうに、使う側じゃなくて使われる側がそこをやっぱり余りにも給料が

安いから行かないという考えの人もいますので。あとは、この制度ができた後、人材の募集をか

ける時にどのような記載方法で人を集めるかというのは大事だと思いますので、その辺も含めて

十分今後検討していって欲しいと思います。 

それでは③番、緑清荘条例の一部を改正する条例について説明をお願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは御説明いたします。③番、緑清荘条例の一部を改正する条例から緑温泉条例の一部を

改正する条例まで関連ありますので一括して説明させてもらってもよろしいでしょうか。 

 

○池下委員長 

 よろしいです。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは御説明させていただきます。35ページ目お開きください。緑清荘条例の一部改正と

いうことでお話させていただきます。内容的には先ほどの３番、緑清荘条例から６番、緑温泉条

例まで同じ内容となってございますが、施設利用料及び入湯料の金額改定を行うための改正とさ

せていただいております。 

 改正内容につきましては、別表の方の料金改定を行うこと、料金改正に伴う区分の変更を行う

ということとなってございます。この条例それぞれ条例ありますが、こちらの方は令和２年の４

月１日より施行するということにしてございます。次のページ、36ページお開きください。 

 こちら緑清荘条例の変更でございますが、施設使用料につきましては緑清荘条例及び清里町農

山漁村体験施設条例の一部改正ということになってございます。こちらが 10月、11月常任委

員会でご説明させていただいていますとおり宿泊料金、例えば大人料金でございますと２階宿泊

研修室の 6,236 円税別に変更する。子ども料金でございましたら 5,163 円に改正いたしまし

て幅を持たせるということでございます。それに伴いまして、会議、研修等で使います会議室研

修室の利用料金の幅を持たせるための上限アップということでございます。 

 ２番目の入湯料、37ページの下段入湯料でございます。こちらの方で入湯料につきましては
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こちらをパパスランド、緑温泉、３施設分共通のものとなってございます。まず現在、大人高校

生以上となってございますのを、大人は 18歳以上ということで改正させていただきます。中学

生、小学生、老人となっていましたのを高齢者と小人と。高校生、中学生、小学生という形にし

てございます。こちらの 38ページをご覧になっていただきます。38ページの方の備考に区分

の変更を記載してございます。（1）大人につきましては 18 歳以上、（2）で小人とは高校生、

中学生、小学生といたしまして、小学生未満は無料となってございます。（3）につきましては高

齢者等となってございまして、こちらは町内に居住する次に掲げるものということで、70歳以

上のもの、身体障害者手帳交付者、療育手帳受給者、指定難病受給者証受給者、精神障害者保健

福祉手帳受給者となってございます。こちらの方ですね。改正後の料金といたしましては改正後

につきまして大人料金 450 円、その他 140 円となってございます。回数券につきましてはこ

れまで回数券１回の 10 倍という形にしてございます。回数券につきましては１組 12 枚綴り

という形でこちらの方の変更はございません。以上で説明終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま説明がありましたけれども、何か御質問はありましたらお受けしたいと思います。 

よろしいですか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 この改定後の入湯料の方なんですけど、区分としては大人と小人と高齢者になっていますよ

ね。備考の方で大人とは 18歳以上、小人とは高校生、中学生、小学生ですよね。高校に行って

いない 15 歳から 18 歳の方はどこに入るんですか。本来であれば一般的に高校生として扱わ

れる年齢層だけれども高校にはいかず就職している方となると、大人は 18 歳以上になってい

るので、その場合はどこに入るんですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 こちらの方で考えてございますのは、１番の方の備考の（1）大人とは 18歳以上となってご

ざいますので、それ以下の方につきましては 140円と考えてございます。その辺の区分けとい

うのは見た目だけではわからないですから、窓口の方で判断していただくという形になろうかと

思うんでうすけど 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 難癖つけるわけじゃないんですけど、今の時代、色々とうるさい部分ございまして、だとする

なら小人とは 18 歳以下から小学生未満は無料なので何歳以上何歳未満にした方が、高校生じ

ゃないけど 18 歳未満なんですけど…という方もおられたら困るので、この辺もう少し備考を
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上手く整理した方が良いんじゃないかなという気はしないでもないんですけど。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 今もお話ありました通り 18 歳以上でも高校生の方がいらっしゃるということでそちらの方

の区分けのこともありまして（2）でこういう形で区分けさせていただいてございます。ご理解

いただければと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 わかっています。説明されるとわかるんですが、それは上ですよね、じゃなくて下の方の配慮

も含めながらの、備考なんで文言があった方がいいんじゃないかなということです。検討します

という形にしていただければと。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 検討させていただきます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 値上げをするというと賛否両論が町民の間にいろいろ渦巻いていることだけは確かですので、

ひとつ周知の方だけは徹底していただきたいなと思うのと、施行が４月１日ということで現行の

券が４月１日の段階で持っているというのはそのまま続行でその券を使って入っていける、プラ

スαお金を足さなくちゃいけないということになるのかな。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長  

今、検討しているのは料金がかなり変わるものですから、この部分の回数券の使い方に関して

は今現在考えている中では現行回数券を持ってこられた方に関しまして、足りない分は 50 円

を払って入ってもらう。その代わり逆に 210 円から 140 円に下がった分については 50 円を
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返す形での整理を。もらうし返すしという形の方法を考えております。 

 

○勝又委員 

 プレミアム券の発行もあって値上げを聞いている人は駆け込みで券を買おうかという話も聞

いているんですよね。そこら辺のこともきちっと周知しないと現行の券のまま入っていけるんで

すよという感覚で買ってしまうような部分もあるんじゃないかなと思いますが、そこら辺も注意

していただきたいなという部分なんですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 たしかに駆け込みで買われる方もいらっしゃられるのかもしれません。現在、町の立場として

は議決前に上がりますという周知をできないところが辛いところなんですけど、そんな中でどう

したらいいかという考えの中で今考えているのは先ほど説明したことでございます。 

 

○池下委員長 

 この案件、12月の定例議会で出ますのでそれが通った段階で来年の４月からということで丸

３ヵ月はありますので、緑清荘にもその旨伝えて、やはりこの回数券に関しては今話したような

ことを表記しておくことをこちら側から言っておかないと、後で揉め事の原因になるかなと思い

ますので、その辺はしっかりとやっていただきたいというふうに思います。前中委員。 

 

○前中委員 

 公共料金の入湯施設、風呂に関する施設の料金改定なんですけどもやはり、この１つのスタン

ダードモデルというかその中で高齢者の括りの中で体に障害を持たれている方に対する対応が

しっかりここで明記されてきているんですよ。本町における公共施設そういう部分全てすべから

くそういうところはなかったと記憶していますから、今後このモデルを参考にしつつ、各公共施

設の利用体系の中にもこの障害者における各種ありますけども、やはりそこも十分配慮しながら

料金の改正案を作っていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今後また新たな部分での施設の使用料等の改定が各課においても提案されるかもしれません。

その部分で身障者と絡む部分に関しましては同じようにわかりやすい形での改正をするように

指導してまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは次の説明をよろしくお願いします。担当。 
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○管財Ｇ総括主査 

 それでは議題の⑦番でございます。緑清荘の指定管理の指定でございます。緑清荘の指定管理

の選定につきましてご説明いたします。緑清荘の指定管理につきましては 10月 15日から 11

月 14日まで募集を行ってございまして１団体から申請がございました。申請のあった団体、株

式会社しげたでございます。 

 こちらの方につきまして、指定管理者選定委員会を４回程度実施いたしまして、申請に係る書

類審査及び団体に対するヒアリング審査並びに協議を行ってございます。 審査項目におきまし

ては審査基準で定められました評価ラインを超えていることと、総合的評価によりまして指定管

理者候補として選定されたものでございます。 

 つきましては、現在緑清荘の指定管理者でございます。清里町羽衣町 31番地３、株式会社し

げたにつきまして指定管理者の指定として議決提案を予定してございます。 

 指定の期間につきましては令和２年４月１日より令和７年の３月 31 日までの５ヵ年といた

してございます。５ヵ年の基準価格及び提示価格につきましてはゼロとしてございまして、した

がいまして債務負担行為につきまして設定は行わないものとしてございます。 

以上で緑清荘の指定管理者の指定についての説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 今、担当より緑清荘の指定管理の指定についてということで説明ありましたけれども、何か御

質問がありましたら。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １社が応募をして選考委員会で決定という、それはそれで全然構わないわけであって、しっか

りとやっていただきたい。ただ春先からずっと常任委員会で緑清荘のサービス内容とか色んな課

題が投げかけられていたわけで、選考委員会の中で選考の過程において特に今回選定された団体

会社が、評価的に優れているというふうに評価された選考委員会の中であって、逆に今後の改

善、５年間運営するにあたってはしっかりとやっていただきたい。そういった総合的な評価がさ

れていると思いますが、それについて詳しい話はいいですけど総体的な評価についての説明をお

願いいたします。行政職員だけの選考委員会だと思いますので、外部委員は１人も入っていない

わけで、その辺の評価の内容について具体的に提示いただきたい、このように考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 指定管理の選考につきましては、選考委員会の中での協議の結果ということですが、その中の

しげたさんからの申請をいただいた後はしげたさんの方で出してきた事業計画についての検証

だったわけですが、今まで実際緑清荘指定管理をやられてきたことから今後の計画の中で清潔安

全をモットーに、住民のニーズに対応した営業と、また食の安全に努めていきたいというような

大まかに言いますとそういう中で、いろいろ住民の方からの要望もあることも当然のごとく考慮
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しなければならない中で今後その事業計画になるべく近づけるような形での向こうとしてもこ

ちらとしても指導をしていかなければならないなと言うここで最終的には適切か適さないかと

いう部分では認めたということで決定をしております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 当然、評価されたわけであって、良いか悪いかではなくて、聞きたかったのはそういった中に

おいて適正なのは当然適正ですからある一定の選考委員会も評価した。ただ特に今後の５年間の

何かの取り組みではなくして過去の部分においての特に指定管理者として、施設面において優れ

た面だとか選考委員会の中で議論されたと思うんですけども、その点についてはどのような評価

を選考委員会ではされたのかということをまず前提にお聞きしたいのですが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○古谷委員 

 ５年間の評価といたしましては、事故とか大きなトラブルもなく、５年間の指定管理業務を全

うしていただけたというところは、それはそれなりに特別な成果はなくても評価しなければなら

ない部分だと考えております。それとあわせてその中で住民の方からの色んなサービスの面での

苦情等も届いているのも現状ですので、それを加味してそれが今後改善していけるような形を毎

年のヒアリング時にもお話をしますし、それ以外の部分でも社長との面談の中で実際に届いてい

る声を伝えている部分もありますのでその部分が改善されればさらに管理としては望ましいか

なというふうに考えております。 

 

○池下委員長  

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 確かに１社しかないわけなんですけど、今、課長の方から５年間特に事故もなくというような

ことなんだけど、競争相手がいないということであれば、あくまでもやっぱり相手側の１つのプ

レゼンとかそういうものもない中で、取り進めていくのはサービスの１つの向上心、刷新される

ことってあるのかなって感じるような部分もあるんですよね。そこも含めてやっぱり決して選考

委員会のこの協議がゆるかったとかそういうふうには感じませんけど、そういうことをやっぱり

きちっと町民からの苦情とかを受けとめた形の中での相手方に申し入れていく部分というのは

作っていかないと。どれだけ次の５年に向かって改善されるのかなとそこら辺は期待したいとこ

ろですけど、苦情とかが整理された形で進めていっていただきたいと思うところです。 

 

○池下委員長 
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 課長。 

 

○総務課長 

 確かに競争相手がいないということで、その分の新たな取り組みがないのではないかという部

分の御指摘ありますが、現実的に１社ということで今後どうして行けばいいかというところで町

の方からの指導だと思います。ただ、条件としまして向こうも経営者ということで経営の中でそ

れを盛り込んでいけるかという所もこれも大きな問題で、その中で経営の中でやっていける部分

で住民また町からの要望を聞いていただける部分に関してはどんどん町の方からも指導を努め

てまいりたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 他に、よろしいですか。 

 それでは⑧番の一般会計補正予算について説明をお願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは⑧補正予算を進めさせていただきます。49ページお開きください。２件ございまし

てまず上段の方でございます。総務費、総務管理費、行政情報システム管理費、情報システム事

務事業でございます。こちらの方は庁舎前の情報システム維持のため、現在不調でございますフ

ァイヤーウォール機器バックアップ用の機材、あとスイッチ等通信制御用の機材の修繕を行うも

のでございます。合計で事業費修繕料に 49万６千円を計上してございます。次に下段、光ファ

イバー移設事業でございます。本町では平成 24 年公設民営で光ファイバー網を町が整備しま

してＮＴＴによりまして運営及び保守を行っているものでございます。 

今回、光ファイバーを強化しています北電柱等こちらの方の移設に伴う工事が当初の予想を超

えて増えてございます。こちらの方のため、また今年度移設の予定が発生するということでござ

いまして、工事請負費の 100万円増額させていただきたいというものでございます。以上で説

明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より２つの提案がされたこと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。よろしいですか。それでは総務課全般通して何か。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 昨年、補正で旧新栄小学校の解体を予算計上されて、補正でアスベスト対策が補正されて、昨

年の補正ですから、ある一定の部分で概算の関係が設計上出来上がっていると思いますし、昨年

の予算ですから新年度予算の中で執行という前提にたってもらえるとは思うんですけど、現段階

でどのような設計上の概算額になって、来年度当初予算で計上していく方向で調整されているの

か。３月の予算審議までもっていくのか、まずこれが１点目。 

２点目、他の総務課に所管替えになっている学校施設の今後の整備はあり得ないと思うんです

けど、対応というものを段階的にやっていくという話、そういった方向性で何年か報告を受けて

いるわけで、その辺の対応というのは新年度に向けて今、総務課所管になっている他の学校の処
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理、処分、活用というのはどのような形の中で検討されているのかご説明願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 学校の関係ですが、まず旧新栄小学校に関しましては今のところ来年解体の形での予算要求を

しようというふうに考えております。それと江南につきましては、かなり年数が経っているとこ

ろですがこれも以前にその自治会の方に活用の関係を提案しているところですが、現実的に自治

会の部分でこの活用はないというところから、現在といたしましては将来的に解体の方に進まざ

るを得ないのかなというふうに考えております。 

 緑の小学校に関しましては地域おこしの拠点というようなお話もありまして、今年はちょっと

その部分での活動が中断しているところですが、そんな段階ですので今後どうしていくのか、さ

らにその地域おこしとしての活用として使うのかどうかというのを検討していかなければなら

ないと考えています。 

 光岳小学校跡地におかれましては、今年から再利用を検討しておりまして、市街地自治会の会

長さんに集まっていただいて、今後の活用に関してのご相談をさせていただいているところでご

ざいます。以上です。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 旧新栄小学校の関係について、補正でアスベスト対策として設計は終わっているとすれば、お

およそアスベスト対策を行ったことによって取り壊し経費が増高している実態もあるんじゃな

いかと。現時点においてどの程度の規模の設計上の話になっているのか。その辺のアウトライン

３月の予算審議の中で出ているんですけど、当然、昨年の補正ですからそれを前提としながらど

ういったオーダーに見込まれてくるのか、取り壊しの事業規模はどのようになっているのか。 

 あと、今言ったように他の施設についても結局、個別案件として地域とも再度協議をしていく

だとか現実的な話として費用対効果等を管理運営するための経費の関係だとかをシビアにやっ

ていくっていう形でなければ非常に厳しいもの。新しい施設がすでに話題になっている通り、認

定こども園は新しくしなくちゃいけないし、小学校は大規模改修が必要ですよね。それに特別養

護老人ホームがある一定の規模の支援を求めてくるだとか、将来的には消防庁舎の問題とか色々

新しい事業があって過去のものをそのまま全部先送りというか時間的な経過延ばし延ばしでや

ってそういったものも含めて抱えていくとなると、非常に大変な状況になってくるので、施設の

長期的な整備だとかあり方みたいなのを検討していくわけですから、ある一定の期間の中で結論

を出しながら方向性を町から示していく必然性があるのではないかというふうに認識をするわ

けなんです。 

 その辺の考え方、整理は毎年担当課長としては大変辛いとは思うんだけども結局プロットされ

てこない。具体的な方向性が示されない中で次から次へと新しいものが出てきている。その整理
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の仕方、もう少ししっかりとされた方が良いのかなという気がするんですけど、１点目の新栄小

学校のオーダーがどの辺になってくるのか。アスベスト対策で当初想定したより取り壊し経費と

いうのは増高していると思うんですけど、その辺も含めながら現時点での状況について御説明願

いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 新栄の解体費用につきましては当初見積もった中で、あそこに隣接します研修センター含めて

の形の見積もった中ですが、アスベストの調査もかけた中で具体的な幾らかかるかという提示に

関しては、もう少々お待ちいただきたいと思います。ただ高額になっていることは確かでして、

もう間もなくもう少し発表できるまでの形になろうかなと考えております。 

 また、他の学校３施設につきましてはかなり時間が経っているのもおっしゃる通りで、特に江

南あたりに関してもかなり年数が経過しておりまして、なるべく早い形での再利用もしくは解体

の結論を出していかなければならないというのは当然おっしゃる通りだと思いまして、遅ればせ

ながら光岳小学校に関しましては今後の活用を考えて自治会の方集まっていただいての話を始

めたところですが、またこれに関しましては新栄、江南のように余り長い年数かけることなく、

どちらかの結論を出していくべきだなと担当として考えておりますので、もうしばらくお待ちい

ただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 わかりました。全体的な流れ。ただ旧新栄については昨年の補正なんですよね。そして６月の

追加補正という形ですから当然予算の時期に一括してやりますではなく、それぞれ政策的な予算

措置は極めて生産性のない話ですから、逆に言えば。壊すだけの話なんで。やはり少なくとも１

月中くらいにはアスベスト対策というのは経費を含めかなり想定したよりも莫大に膨らんでい

るといのが事実だと思うんです。それは別にそっとしておくことはないですから事実は事実とし

て、こういった方向を明確にしてきちんと提示してどうせ壊さなくちゃいけないんだから。他の

学校の処理も同じなので結局、現実を情報として議会に提示してこないという中において議論が

前に行かないし、壊すことについては何も行政側の責任じゃないですから、それは統合してきた

結果として活用策がなかったからこれはきちんとした処理をしなければならない、跡地の活用を

どうするかも含めて処分なのか更地にした後の活用なのかも含めて議論する上において担当課

長の責任でもないですから、しっかりと早めにその辺の状況を提示しながら協議して行くという

方向で進んでいただきたい、このように考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 新栄小学校に関しましては予算議会の前の段階でもう少し詰めた形での金額提示、また改定の

内容についてのお話を委員会でさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 議題にはないのですが、１件、口頭で説明させていただきたい案件があります。 

 女満別空港ビル株式会社の件でございまして、すでに新聞報道等でもございましたが、今般道

内空港の民営化に伴いまして女満別空港ビル株式会社というものが解散になるということにな

ってございます。本町でも株式につきまして 20株、全体の 0.25パーセントを保有していると

ころでございまして今後この株式が譲渡される形になるということでございます。譲渡先につき

ましては現在、民間事業者の選定を行ってございまして、こちらの方に権限移譲するということ

で北海道の方に譲渡を行うということになってございまして譲渡額につきましては１株あたり

計 13万８千円。計算いたしますと 276万円がこの株式の評価額となってございます。なお当

初出資額につきましては、１株５万円でして合計 100万円でございました。以上で説明を終わ

ります。 

 

○池下委員長 

 このことに関しては何か御質問があればよろしいですか。それでは総務課を終了したいと思い

ます。どうも御苦労さまでした。ここで 11時まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 10時 45分 

再開  午前 11時 00分 

 

○池下委員長 

 それでは企画政策課進めたいと思います。３件提案されておりますので説明をお願いします。

課長。 

 

○企画政策課長 

 企画政策課提案の３点でありますけれども、１点目、２点目につきましては、まちづくりGの

半澤主査から、３点目の関係につきまして主幹の方から説明させていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 
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 私の方から１番目の令和元年度清里町一般会計補正予算（第５号）につきましてご説明いたし

ます。１ページをお開きください。今回の補正につきましては歳入歳出それぞれ８千 748万６

千円を追加し、予算の総額を 51億４千 526万７千円とするものでございます。なお、表の右

側主な内容欄につきましては今回の補正に係る事業の掲載をしてございます。初めに下段の歳出

の補正内容から御説明申し上げます。 

 まず総務費でございますが、情報システム事務事業につきましては庁舎内の情報システム機材

の修繕料といたしまして 49 万６千円、光ファイバー移設事業につきましては光ファイバーの

移設工事請負費といたしまして 100 万円、総務費合計といたしまして 149 万６千円を計上い

たします。 

 続きまして民生費でございますが、特別児童扶養手当交付金事業につきましては、事業実績に

よる返戻金といたしまして４千円を計上いたします。 

 続きまして衛生費でございますが、網走厚生病院脳神経外科開設負担金事業につきましては網

走厚生病院の脳神経外科開設に伴う医療機器の購入の清里町の負担分といたしまして722万８

千円を計上いたします。財源は、過疎対策事業債が 660万円となってございます。 

 次に診療所備品購入事業につきましては、清里クリニックの電子カルテ及びレントゲンの更新

に１千 542 万円を計上いたします。衛生費合計といたしまして２千 264 万８千円を計上いた

します。 

 続きまして、農林水産業費でございますが、畑作構造転換補助事業につきましては農作物の輪

作体制維持のための取り組み及び機械導入に対する補助といたしまして１千995万１千円を計

上いたします。この事業につきましては、全額北海道からの間接補助となってございます。 

 続きまして消防費でございますが、斜里地区消防組合清里分署負担金事業につきましては、札

弦の第２分団に配備されております消防６号車の車両更新にかかる負担金といたしまして４千

57万円を計上いたします。財源は、過疎対策事業債が３千 600万円となってございます。 

 続きまして教育費でございますが、教師用指導書等購入事業につきましては、令和２年度から

使用開始となる小学校教科書の改訂版にかかる教師用の教科書及び指導書の購入費といたしま

して 281万７千円を計上いたします。 

 続きまして歳入をご説明いたします。上段をご覧ください。まず、地方交付税につきましては、

今回の補正予算に係る一般財源分といたしまして２千 493万５千円を計上いたします。道支出

金につきましては、畑作構造転換事業補助金が１千 995万１千円を計上いたします。 

 町債につきましては、衛生債といたしまして 660 万円、消防債といたしまして３千 600 万

円を計上いたします。歳入歳出の補正額は、それぞれ８千 748万６千円となり、補正後の予算

額は 51億４千 526万７千円となります。続きまして２ページをご覧ください。 

 地方債の補正につきまして御説明をいたします。歳出予算の方でも説明いたしましたが、今回

の補正は、網走厚生病院脳神経外科の開設に伴う医療機器の購入費負担分及び消防６号車更新に

係る負担金の財源といたしまして、過疎対策事業債を活用するものでございます。まず、上段を

ご覧ください。 

 網走厚生病院脳神経外科開設負担金事業債といたしまして660万円の限度額を設定いたしま

す。次に下段をご覧ください。 

消防債といたしまして３千 600万円の限度額を設定いたします。続きまして３ページをご覧

ください。 
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債務負担行為補正についてご説明をいたします。この補正につきましては、清里町における地

域医療を安定的に確保するため、清里町診療所支援要綱に基づき、清里クリニックと締結いたし

ました覚書により債務負担行為を設定するものでございます。表をご覧ください。 

清里町診療所支援事業でございますが、清里町診療所支援要綱に基づき、清里クリニックに対

し令和３年度まで年額６千万円を支援し、安定的な運営を図るもので今後の支援金といたしまし

て、令和２年度から３年度の２年間で設定をいたします。限度額は２ヵ年分の１億２千万円で設

定いたします。 

次に４ページからは、今回の補正予算の概要について記載いたしております。各課よりそれぞ

れの事業について詳細な説明があると思いますので、ここでは省略をさせていただきます。以上

が令和元年度一般会計補正予算（第５号）の概要でございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

ただいま担当より一般会計補正予算について説明がありました。何か御質問がありましたら。

古谷委員。 

 

○古谷委員 

 過疎債の関係でいくと、今説明の中で網走厚生病院の関係の部分と消防、次の部分で過疎自立

計画の変更の話が出てくると思いますけど、クリニックの医療備品等の関係も今回過疎債の追加

配分があって、今回は事務的には対象外という形の中で財源的に処理されているのか。レセプト

の新しい形だから基本的には対象経費でしょ。過疎の中で謳われている部分であって、あえてま

たいで行っているのか、財源的に過疎債は使わないで町単費でやるという話なのか、その辺の整

理は財政と産福の方ではきっと前回の委員会の中でも説明ありましたし、この後の補正の関係で

説明があると思いますが、財源取り扱いはどのように処理したのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの過疎債の関係の御質問でございますけども、診療所が町で直接運営していないとい

うことがありまして、過疎債の対象にならないということを北海道の方に確認をしておりまし

て、今回そういうことがありましたので、今回過疎債は充当していないということで御理解いた

だければと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 その辺が間違いないところなのか、過疎自立計画の中には診療所等を謳い込んでいるわけです

よね。それでその機器の整備が公立病院や、公立病院に準じるといった形の中で過疎債の関係に

ついては広範囲にソフトも含めて充当される状況になってきている。その辺は課長答弁で間違い



‐31‐ 

 

ないのかだけの確認です。財源的に充当というと全く違うし、その辺はいつの段階で直営診療所

じゃないから過疎債の対象とならないという判断を道との協議の中であったのかどうなのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 北海道と協議させていただいた関係で、現在の過疎計画の方なんですけど、直営の病院かまた

は指定管理、それか、公的病院じゃなければ対象にならないということを北海道に確認したとい

うことで今回対象じゃないということで御理解いただければというふうに思います。 

 

○古谷委員 

 間違いなければいいです。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。なければ②について説明お願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 続きまして、清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、私の方からご説明をさせて

いただきます。今回の変更につきましては、事業名の追加が含まれておりまして市町村計画全体

に及ぼす影響が大きいものに該当することから、北海道知事との協議及び議会の議決が必要とな

ってございます。６ページをお開きください。 

 今回の変更理由といたしましては、地域医療体制を確保し、安心で安全な地域生活の提供を図

るために変更を行うものでございます。変更概要につきましては、地域医療の確保を目的に、網

走厚生病院に新たに脳神経外科の整備を予定しておりまして、診療施設の事業名に「病院」の追

加と、事業内容に「網走厚生病院脳神経外科整備事業」を追加するものでございます。また、あ

わせまして元号の改正に伴い、元号及び年度の修正を行うものでございます。 

 続きまして７ページは新旧対照表となってございます。７ページをご覧ください。 

 ７ページの上段及び中段は、元号及び年度の変更となってございます。下段をご覧ください。

６ 医療の確保の事業計画内診療施設の項目に「病院」を追加し、または事業内容に「網走厚生

病院脳神経外科整備事業」を追加いたします。これらの追加によりまして令和元年度の第２次分

として起債申請を行うことが可能となり、先ほど補正予算の説明でも触れさせていただきました

が、今後、財源として活用する予定となってございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてということ説明ありましたけど

も何かご質問ございましたら。よろしいですか。それでは口頭説明よろしくお願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 ③の国で行っておりますプレミアム商品券でございますけれども、消費税率の上昇にかかりま
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す国の消費対策といたしまして 10 月１日より行っております国のプレミアム付き商品券でご

ざいますが低所得者・子育て世代のプレミアム商品券、国の方から通知がありまして、広く活用

を進めていって欲しいという点から、低所得者向けの引換券の申請期限というのが 11 月末ま

でという形で定めておりました。こちらを 11 月 15 日の常任委員会でも説明させてもらいま

したけれども、国の方でも約３割ぐらいの申請率だということから鑑みまして延長という話がご

ざいました。 

 本町におきましても令和２年の１月 31 日まで申請期限を延ばしていこうという形で設定を

行うものでございまして、口頭で説明させていただきました。以上です。 

 

○池下委員長 

 このことについて何か、御質問ありましたらお受けしたいと思います。 

 なければ、企画政策課全般を通して何か質問がありましたら。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点だけ。皆さん御承知のとおり広報にも載りましたけれども 16 号の 12 線の信

号が２ヵ月位点いていないと思うんですよね。その経過につきまして何かぶつけて落ちたらしい

んですけど、私が聞いている経緯では点滅の信号も必要ないっていうような見解の中で取り外し

ていきたいという話も聞いているので、そこら辺の話は斜里の警察署とどんな話をされているの

か経過だけお願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの 16号 12線、道道に変わっておりますけども、信号機１灯式の点滅信号だったん

ですけども 10 月に当て逃げをされて信号機が壊れたということで警察の方はまだ捜査といっ

たものを進めているところでございますが、その話が警察からあったときには、うちにとって必

要な場所の信号機だということで、電話あった時にまず修繕等のお願いをしたところでございま

すが、その後含めまして地域の方、その他の方からも役場の方にも問い合わせ等ありましたし、

町としてもあそこについては交通量が非常に多い。網走に行くにしても小清水にしてもスクール

バスもありますので、内部等で協議を行いまして今勝又委員おっしゃった通り１灯式の信号機に

ついては、数年前から撤去の方針が出ているということでございましたけども、町としまして先

ほど言ったとおり、必要な場所の信号というふうに考えているということで、先週、要望書の方

を公安委員会の方に提出をさせていただきました。 

 今壊れている信号機のまずは修繕、それができなければ設置という内容で公安委員会の方に要

望書を出させて頂きました。実は昨日行いました正副議長会議の中でも議長、副議長の方にはそ

のような対応をさせていただいているということをお伝えさせていただきました。今後また回答

が来てどうなるかわかりませんけども、町としては先ほど言った通り交通量の観点、色んな部分

から。観光や生活の面でも路線としては交通量が多いということで、要望書を斜里警察署を通じ

て出させていただいている状況ということで御理解いただければと思います。 
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○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

町としても、あそこの安全性を十分把握されているということなんですけど、実際に僕もしば

らく停まって見ているんですけど、10台に６台位は止まりませんね。 

 小清水から来たのも止まらないし、清里から上がったのも止まりません。それでこれから冬季

間迎えるわけで、ますますその危険度合は強くなってくるんじゃないかなと思うんですよね。

12線は見通しが良い、あそこに防雪柵があるんですけど、柵が閉じちゃうと下から上がってく

る人は見えないから止まるんじゃないかなと思うんです。それで、僕は危険な箇所かなという把

握をしているんですよね。それで是非とも警察が付けなくなった時にはどうするんだというよう

なことも含めて検討していっていただきたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、勝又委員言われた通り、あそこは 10台に６台は止まらないということで、本当に危険な

場所というふうにも考えておりますし、あそこの近くでも過去に交通事故等も起こっているのか

なと思っています。今後どのような回答が公安委員会の方からくるかわかりませんけども、今言

われたことも念頭に置きながら、今後また対応をしていきたいと思いますし、これから冬季間と

いうことで、まだ防雪柵下の部分しかないということで、信号機が壊れた後すぐに止まれの標識

の設置はしたんですけど、それでも今現在そういうような状況ということもありますので、今後

十分に検討していきたいと思っております。 

 

○勝又委員 

 よろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 前回の委員会でポイントカードがひと月経過して千何百人発行があり、こういった額で発行さ

れています、実際の部分の利用率だとか色々なものが出たんですけども、ふた月経ってみてその

辺の実態的な部分、この前新聞で非常に順調だということの一方で、まだ未加入の個店があった

りするのでしっかりやっていきたいという形で。特に昨日わくわく商品券か何かの発行があっ

て、年末調整に向けてさらに加速度がついていくのかなと思っているんですけども、その辺実態

的な未加入の店への呼びかけだとか、それぞれ店にある小さなポスターとかが貼られているよう

ですけれども、全部には貼られていなくて、貼っている店と貼っていない店があったり色々その



‐34‐ 

 

辺の足並みが揃っていないというようなことが部分的に見えるんですが、町の方としてはどのよ

うに今の状況を捉えているのか。あわせて経産省の補助事業でやってインバウンドを含めたイン

フォメーションってコミットの前にすごく大きな看板が出来て、逆に言えばコミットが見えない

ような位出ていて、今後のその辺の事業の町としての支援だとか調整というのは積極的にされて

いるのか。その現況をご説明いただきたいと思います。 

インフォメーションの出来たやつがどのように使われていくのか。見えない部分があって、ド

ンとちょうど交差点といいますか、歩道を渡ったところでコミットが見えない形ででっかいのが

出来てびっくりしたわけなんですけど、その辺の活用がどのように具体的にされていくのか。今

回の町が支援した事業の一環の中でやられたと思うんですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまのポイントカードの現在の状況ということでございます。前回 10 月末の数字です

ね。その後 11月 27日現在の資料しか手元にないんですけども、その時 10月末で 1,015だ

ったのが、11 月 27 日に 125 増えましたので 1,240 のポイントカード枚数ということで実

績となってございます。 

 また今おっしゃられましたステッカーの部分ですね。それについてはきちんとポイントカード

の対象になっている店舗についてはきちんとその商工会と連携して表示なりきちんと周知する

ような関係については、こちらからもきちんと伝えていきたいというふうに思っております。 

 それから経産省も関係の部分の今ディスプレーとか看板とか実は設置を進めています。それに

ついてはインバウンド対策で国の補助の対応をする関係、それからポイントカードの対象の店舗

の関係の周知も含めてきちんとした周知を行っていくということでディスプレーなり看板の方

を設置しているということで今後それらについてもきちんと活用がされるように商工会とも連

携していきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ５％還元の関係がキャッシュレスで事業者として商工会が再申請して認定されたのかどうな

のか、６月まで単独事業で引っ張るのか、それが１つと。 

Ａコープが色々非公式な話としては色々聞くんですけども、結局結論としてどのような形にな

ったのか、その辺の状況。商工会が責任だと思うんですけど、町が支援しながらの事業なんで、

その辺どのように商工会から報告を受けているのかあわせてわかる範囲でお伺いできますか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 まず１点目の国の消費税の５％還元の関係でございます。これについては、今商工会は事業所

として申請しているんですけど、まだその許可が来ておりません。今ところで単独ということ

で、それについては、いつということはまだですがもうすぐですね、それについても対象になる

のかなというふうに思っているところでございます。 

 それから後段のポイントカード事業のＡコープの関係でございます。商工会の方で十分にＡコ

ープさんとも相手方とも慎重に協議を行って加盟してもらう方向でということで進んでおりま

す。方向的には２月からポイントカードの方入っていただいてＡコープも対象になる方向で、今

後、Ａコープの方でも当然今までカードがありましたので、それらの清算や周知の関係を含めて

行っていくということでこちらの方は聞いております。 

 

○古谷委員 

 基本的には了解しました。今聞いていると、Ａコープが今後どういう動向なのかということで

普及率が変わってくるのは事実だと思うんですよ。その辺は他の方も同じようにきちっと確定し

てないから情報出してはいけないじゃなくて、今はこういう段階だということも共有しながら相

手に迷惑をかけない範疇の中でやはりきちんと情報共有していくことも大事なのかなと。 

 心配していたのは先ほど課長が言っていた通り 10 月にスタートした時に一気に千人くらい

行ったけど、次の月は百何名しか行っていないということの実態、足踏みになっている。その辺

のきちんとポイントを出して行く形の商工会内部の加盟店、未加入店含めた中でのもう１回しっ

かりとした商工会全体としての対応が今言ったＡコープが入ってくる時の町民との信頼関係、町

外への消費の流出を少しでも歯止めをかけていくという形の大きな力になってくると思うんで、

その辺含めてもう１回、商工会の事情でしょうけども是非密に連携とりながら進めていただきた

い、このように考えています。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、古谷委員からおっしゃられた通り、ごもっともかなというふうに思っております。今後い

ろんなポイントカードの関係、お店側の未加盟店もございます。そちらの方の入会、またポイン

トカードの発行枚数を伸ばすべく、カードの周知も含めてまたＡコープ関係についてもＡコープ

で出せる情報、商工会が出せる情報含めましてきちんとその辺についても周知ができるよう、町

からも働きかけができる部分については行って、カード事業がきちんと運営できるように町の方

としても十分連携して行っていきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 先ほど勝又委員からの話に関連する話なんですけど、何年か前にも常任委員会の中でお聞きし
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たことだったんですけど、交通事故の抑制という観点からいけば緑清荘の石井組側から西側から

東に向けてと、清里砂利さんの方から北から南に向けての角のところでちょうどあそこって道路

上ではＬ字なんですけど、どうしても逆側に緑清荘の駐車場があり、南側には緑清荘の表玄関に

入っていく道路に繋っていくという、複雑な場所なんですよね。その道交法上で言えば何ら問題

ないはずなんですが、その標識がないのは。 

 ただ、向かい側に駐車場があるということで石井組側から来る場合と、清里砂利さんから来る

場合とどっちがというふうになってしまうので、道交法では清里砂利さんが優先なのか忘れまし

たけど左側優先か何かだと思うので。あそこのところに道交法でどうこうというよりも、僕も見

ていると結構危ないという形で止まり合うんですよね。また逆に無視していっちゃうパターンも

ある。さらに道路だけじゃなくて清里が指定管理をしている駐車場にも関わってくる話になると

思うので止まれなり何なり標識なり何なりが必要なのではないかなと思うんですけど、その辺も

う一度、町の考え方聞きたいんですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 過去にそういう話があったかそこの経緯はわかりませんけども、今言われたところ、場所的に

はあそこだなということは私もわかったんですけども、いずれにしてもそのような危険な状態が

あるということであれば交通安全上どういうような対策がとれるか。標識による規制なのか、現

場を担当者も交えながら交通安全上からどういうような規制なり対応、標識がいいのかも含めま

して、どういう対応がとれるか検討させていただきたいなというふうに思っておりますので、ご

理解いただければと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今課長おっしゃられた通り、検討していくと。実は前回もそういう話だったんです。実際に事

故が起こってしまったらどうしようもない話なので、早急に検討していただきたいと思うのと、

前の時はそこまで言わなかったんですが、町道と町道なんですけど、そこに付随するのは町の指

定管理の場所だということがありますので、例えば道交法上だとか諸々の部分で、道路標識自体

が難しいのであれば、駐車場側に一時停止をつけるとか何らかの方策は早急に考えていかないと

今後、色々と出てきますので、かなり早急に検討し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 

 確認して早急に検討していきたいと思っております。 
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○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 危険箇所ということの関連で 15号からの１線との交差点、野球場過ぎて。あそこは手押し信

号はついているんですけども、公園敷地内の樹木は企画政策課が所管になりますか。 

 

○企画政策課長 

 公園は総務課になりますけれども。 

 

○岡本委員 

 公園の角に木がありますよね。あの木は撤去できないものなのか。あそこも事故がかなり多い

場所なんですけども。 

 

○企画政策課長 

 緑ヶ丘公園自体の担当については総務課になりますが、岡本委員から言われたことについては

総務の方に伝えたいと思いますけども、確かにあそこは木が伸びて点滅式の信号があるんですけ

ど、確かに視界が悪いのかなというふうにも思います。その辺についてもご意見等ありましたの

で総務課の方に伝えていきたいなというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 住宅もかなり見えない部分の１番の要因にはなっていると思うんですが、樹木でしたら何とか

伐採可能であれば少しでも見晴らしは良くなってくるのかなと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 話題は違うんですけども、緑活性化協議会の中で、解散というか６月の委員会の中で繁忙期を

迎えた中で今後前向きな方向性を年内の中に持っていきたいという話だったんですが、もう年内

も残すところわずかですけども、そこら辺の流れなり進捗状況の報告、どのようになっているの

かだけでも、この場で説明できる部分でよろしいので説明していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 緑地域の活性化の関係かなというふうに思います。活性化については６月なりの常任委員会で

説明したとおり、今現在、活性化協議会自体の組織がなくなってしまったということで、緑地域

の活性化については一時協議をストップしていた状況になってございます。その後、事務局サイ

ドとしては緑の活性化については喫緊の課題というふうにも捉えてございましたので、内部で検

討すること、また実は緑地域の今後、協議会は無くなってしまいましたけど緑で会社を経営して

いるヴェルデさんだとかとの懇談をもったり、今後の緑地域、組織的にはそういう組織はないん

ですけども、やはり緑で今あるとしたら自治会かなということで、自治会の方と連絡をとって今

後、自治会の会合にも顔を出させて欲しいという話を進めているところでございます。 

活性化で今まで協議された関係を精査しながら今後、緑地域をどうしていくかということで緑

の地域の人とまた話し合いながら町としても方向をきちんと出しながらということで、今現在ま

だその段階ということで、御理解いただきたいというふうに思います。 

今後その関係についてもきちんと行っていかなければならないかなというふうに事務局とし

ては考え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 

そういうような話で一昨年同じような経過の中で、協力隊含めてやっていくという方針が出た

んですけど、結局ままならない状況に陥った結果。また同じような論点の洗い出しをしてやりた

いという今の説明なんですけど、地域の自治会なりそういう人たちにとってまた同じことの繰り

返しでしょ。なかなか行政に対する不満はあり過ぎて、本当にそこのリーダシップ的な展開を切

に希望している地域住民の方々ありますから、本当にこういう形なんだという形の発展性のある

その施策展開をやっていただかないと。やはり不満の要素がかなり鬱積されている部分もあるか

なと思いますのでそこはやっぱり行政としてもスピードと対応っていうのはもう組織云々じゃ

ないんで、本当にやるかやらないかの段階に来ていると思います。 

そこら辺は重々取り進めていただきたいと思います。本当に厳しい言葉が行政に対して出てい

る部分もありますからね。そこはやっぱり切にアンテナを張りながら進めていっていただきたい

と思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの緑地域の活性化の関係でございます。自治会の人とも今後色々な形で意見等を行い

たいと思っていますけども、活性化協議会の中でも、半年以上もかけて揉んだ事項もございま

す。そこで出た、協議された案件もありますので、それらについても１からではなくて、その部

分出た関係についても自治会の人とお話をする中で進めていければというふうに思っておりま
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すし、行政としてもきちんとスピード感を持ってということを言われましたので、それについて

きちんと今後本当に行っていかなければならないというふうに重々考えております。実効性ある

施策をきちんと行っていけるように進めてまいりたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 来年度予算に向けての考え方でお聞かせいただきたいんですけれども、特にここ昨年、一昨年

で観光振興計画をつくりながら、特に昨年から基本調査的なもので神の子池周辺の整備、駐車場

の関係が出てきて基本計画とかある一定の部分での実施計画で実施設計が走ったり、また途中で

補正をして新しい園路とか園地の関係については保留されて事業としてはもう少し整理をした

いと。その中で議論された部分で、特に今年に入ってから６月、９月の常任委員会等の中におい

てもしっかりとした戦略的な方向性とか具体的にどの時期に何をやってどういう形の中で地域

活性化に生かしていくだとか、その運営主体はどうなのかとか運営管理はどうなっていくのかそ

ういった総合的なしっかりとした制度をもう一回リベルトしていく必要性があるんではないか

という形の中でそういった中で、事務担当者や課長の方からは今後十分そういった個々の駐車場

をどうするとか園路どうするだけでなくて全体の管理運営をどうするとかさらには裏摩周の既

存施設だとかその他の活用で全体的な設計みたいなものをきちんとやりながら結びつける方向

の整理を行っていきたいという話があったんですけれども。 

 すでに発注している事業もあるわけであったり、例えばトイレと駐車場管理棟の問題について

も、内部的には発注するものは発注して設計発注しながらあとは中身の整理などを行ってきてい

ると思うんですけれども、その辺の全体的な事業構造みたいなものについて、今後のあるべき方

向性について今日は出てきていないということは、来年、年越えてからすぐに出てくると期待し

ておきたいんですけれども、ぜひお願いしておきたいのは、施設ありきじゃなくしっかりと議論

すべきものは議論して、整理すべきものは整理したうえで事を進めていくという姿勢にもう一度

立ち返っていただきたい。１回済んだから止まらないからやってしまうんだというものの考え方

はもう必要ないんじゃないか。ある意味ではそれが今度は負の遺産になったり、ある時は財政的

な負担になったりとか事業が円滑に進まない１つの要因になったりとかしていく。それを動かす

マンパワーだとか仕組みも含めて現実的にどこがどうなっていくのかそういった設計図がかけ

ない段階において、施設や建物やそういったものだけどんどん前に行くというのは、少し避けて

いくべきもう時期に来ていると思いますので、当然それがなければうちの町は成り立たないとい

う話ではなくして、やっぱりしっかりと協議したり調査したり制度設計に時間をかける、内部と

外部の調整を図っていく受け皿づくりをしっかりやっていく、人材の確保をしっかりとやってい

くという、そういった手立ても含めた中で進めていく必要があると認識するわけなんですけど

も、特に観光振興における、ここ昨年来、色々と議論になってきている神の子周辺整備の今後の

全体的な構図、進め方みたいなものは現時点でどのように捉えているのか。まずその辺の状況に

ついてお聞かせ願いたいと思います。 

 

○池下委員長 
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 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。ここ数年、観光地整備の観光振興計画を策定して観光

地の整備計画ということで今おっしゃられた神の子池、さくらの滝、裏摩周等、周辺について進

めていくというようなことで、町としても今検討しているところでございます。常任委員会でも

駐車場トイレの位置の関係について協議させていただいた関係もございますし、今現在、実際ト

イレについてどういうものにしていくかということ、具体的な部分について建設サイドの担当も

含めましてどういうものが必要なのかということを今検討しているところでございます。併せて

駐車場も含めて検討してございます。 

今言われた全体的な制度設計、仕組み、観光地の管理運営を含めた協議が必要でないかという

ことでございます。それらについてもきちんとした今後の町としても、それらの管理体制なり手

法を十分に検討しなければならないというふうに思っているところでございます。 

今後、常任委員会の方にも神の子池等、他の観光地の関係についても順次説明、協議をさせて

いただければというふうに思っておりますので、今いただいた意見等も参考にしながら今後十分

検討してまいりたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 単純にそういった計画があるからとか交付金があるから、補助金かあるからではなくしてしっ

かりとリビルドした上でしっかりと戦略を立てながらその中で必要となればやるべきであって、

そこの見極めも含めながらどの段階でやっていくかということも含めて、何ら焦る必要もないで

すし、そういったものがない中で事業を進めるということは、後でその問題を解決するために違

ったエネルギーが必要になってくるということが生じないように、その辺は慎重に大きなマスタ

ープランがあるからとか補助金があるからとか交付金があるからとか、そういう発想ではなくし

て現実的に当町の地域振興や観光振興を実施する部分で本来的にあるべき形なのかと詳しく見

極めた上で、あの予算の計上とかそういったことに取り組むように是非お願いをしたい。 

これだけ議論してきたわけで、議論の方向性が煮詰まってない中において、ある一定の建物と

か物だけが出来て来るのは良い話ではない、このように認識しますので必要な物は必要なものと

してやって構わないんですけども、そこはきちんと議論されない中において、そのことによって

ありますので、是非その辺については、新年度予算に向けての担当課としての方向性を。回答は

いりませんからぜひ慎重にやっていただきたい、この場を借りて私の意見として申し上げたいと

思います。 

 

○池下委員長 

 他に。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 
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 今年、地域おこし協力隊が任期途中で帰って、その後、地域おこし協力隊についてどのような

ことが検討されているのか。採用の受け皿として窓口は開いているのか。それとも積極的に今

後、前回みたいに人材派遣でお願いして採用をする方向に向かっているのか、それともしばらく

はそのままにしておくのかというような検討がされているのかお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 地域おこし協力隊の関係でございます。今現在は１名が観光関係で働いていただいているとい

うことでございまして、緑の活性化の関係については１名戻られたということで、今後の地域お

こし協力隊のあり方でございますけども、内部でも実は十分検討してございまして、今後本当に

何に活用するかということを、企画サイドだけではなくて、町全体を考えた場合の人の関係です

ね。どうしていくかということで今は実は行っているところで、まだ新年度からどこの部分とい

うことについては実は検討段階でございまして、新年度からどうするかというのはまだ今まさに

検討しているということで御理解をいただきたいというふうに思います。 

今後、地域おこし協力隊だけではなくて、町全体の働く人の関係の雇用の場も含めまして十分

にその辺については検討していかなくてはならないと考えてございます。 

 

○堀川副委員長 

地域おこしにはやっぱりマンパワーが必要なことだと思うんですよね。失敗したことは失敗し

た事として反省の上にたって、やはり戦略的に前向きに考えていかなきゃならないと思うので、

その辺も深く検討して前向きに進め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 

 まちづくりにおけるマンパワーの関係でございますけども、外部の人材を活用するのか、また

内部の関係、町内の方を活用するかも含めまして、その辺のマンパワーの関係については検討さ

せていただきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは企画政策課を終了したいと思います。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 それでは大きな２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、１月 21日火曜日、９時からこの会場行う予定でございますので
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よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな３番、その他。局長。 

 

○議会事務局長 

 別冊でお配りしております令和元年度の道内所管事務調査報告書の関係でございます。先月行

いました道内所管事務調査について報告書をまとめました。この内容で 12 月の定例会の方に

報告してまいりたいと思いますので、御確認の方よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

先日行きました道内所管事務調査について事務局長がまとめていただいた冊子でありますけ

ど、これを 12月定例議会で報告をさせていただきます。以上、よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

  それでは第９回総務文教常任委員会を終了いたします。どうもご苦労さまでした。 

 

 （閉会 午前 11時 45分） 


