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第５回総務文教常任委員会会議録 

令和元年８月 28日（水） 

    開 会  午前 ９時 00分 

    閉 会  午前 11時 24分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●消防清里分署 

①令和元年度清里消防団防災訓練について 

 

●総務課 

①町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

②消費税率の改正について 

 

●企画政策課 

  ①商工会ポイントカード事業について 

  ②神の子池整備事業について 

  

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  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 

■消防署長       岡崎  亨    ■庶務係長       君島 晴男 

■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    
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■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          

  

○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５回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長  

まず消防署清里分署から。１点、町から報告がありますので説明を。署長。 

 

○消防分署長  

消防署清里分署からの提出議題。令和元年度清里消防団防災訓練の内容につきまして、係長よ

り説明させていただきます。 

 

○池下委員長  

担当。 

 

○庶務係長 

 令和元年度、清里消防団防災訓練実施概要についてご説明いたしますので、１ページをお開き

願います。 

１．日時及び場所につきましては、令和元年９月８日、日曜日午前９時から、緑ヶ丘公園にて開

催いたします。 

２．訓練の想定と目的につきましては、地震及び大雨や強風による災害を想定し、発生直後の初

動態勢、被災状況の把握及び指揮命令の伝達並びに、対処活動を迅速かつ正確に実施することで

減災を図ることを目的とします。また町及び協力機関と連携し、町民参加による防災体制の強化

と防災意識の向上を図るものとするとしております。 

３．人員及び車両につきましては、消防団員は団本部 11名、第１分団 33名、第２分団 23名、

第３分団 11名の消防団長以下 78名。車両はタンク車５台、積載車２台を予定しております。 

４．消防団の訓練項目につきましては、非常招集訓練、広報訓練、風水害対応訓練、模擬火災訓

練を実施いたします。なお（３）の風水害対応訓練では、団本部災害対応訓練、救出訓練、強風

対応訓練、水防訓練を実施いたします。また（５）の模擬火災訓練では、地震による火災が重複

する想定で訓練を実施いたします。また町防災担当及び協力機関と連携した町民体験ブースで

は、非常食の炊き出しを始め、防災物品の展示、女性消防団員による応急手当講習。やまと幼稚

園幼年消防クラブ員による放水体験。訓練用水消火器を使用した消火訓練を予定しております。

なお、この防災訓練につきましては、過日、案内文書を送付させていただいておりますので、議
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員各位の御出席をお願いいたします。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

ただいま、消防団より秋の防災訓練のことで説明がありました。委員の皆さん何か御質問があ

れば。 

 

○堀川副委員長  

１点。 

 

○池下委員長  

副委員長。 

 

○堀川副委員長  

自治会を通してシェイクアウト訓練の文章が回ってきているんですけども、その訓練も今回の

防災訓練の一環としてということですか。 

 

○池下委員長  

署長。 

 

○消防分署長  

防災訓練につきましては、町と連携する中、訓練を行うという形になっています。町の方の訓

練については、３年毎に町民の防災訓練ということで、この次は来年度、町主催の防災訓練とい

うことになります。その間の２ヶ年については、消防団主催の防災訓練ということで総務課の方

と連携を取ながら、町民のシェイクアウト等については、町の総務課防災係担当の１つの訓練と

いう中で、自治会・事業所そういったような所と連携を取りながら、消防の８時のサイレンに合

わせて自分の身を守ると、こういったようなシェイクアウト訓練という形で行われます。以上で

ございます。 

 

○堀川副委員長  

自治会を通して連絡は来ているんですけども、その他の周知の方法というのは、別な周知の方

法も考えられていますか。 

 

○池下委員長  

署長。 

 

○消防分署長  

総務課の方で担当しているわけでありますけれども、９月の広報で町民周知がされるのかなと

いうふうに思っています。また事業所等については事前に情報をお送りする中、その８時からの

シェイクアウト訓練、そういったようなところで進められるというふうに認識しているところで

あります。 
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○堀川副委員長 

わかりました。 

 

○池下委員長  

いいですか。他にありませんか。 

 

○前中委員 

１点だけ。３年に１回というのはどういう根拠からなんですか。４年に１回でもいいのかなと

思って。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

町の総合防災訓練は２年前で２回目になるのかなというふうに思っておりますが、町の方の管

轄になるわけですけれども、町全体での防災訓練が必要という形の中で、斜里・小清水・清里、

それぞれ３年に１回ずつ行われているのかなというふうに認識されております。前回２年前が第

２回の町民全体での防災訓練というふうに認識をしております。 

 

○前中委員 

まあ期間の話だけど。４年に１回でもいいかなと思って。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。この案件に対して質問がなければ消防署全体を通して何か質問があればお

受けしたいと思います。よろしいですか。それでは清里分署は終わりたいと思います。御苦労様

でした。 

 

○消防分署長  

はい。ありがとうございました。 

 

○池下委員長  

引き続き、総務課を行いたいと思います。町から２点提出されておりますので、１点ずつ説明

をよろしくお願いします。課長。 

 

○総務課長  

本日の総務課の提出案件につきましては、①としまして、職員給与に関します条例の一部改

正、②といたしまして 10月１日からの消費税率の改正に伴います、使用料等の取扱いについて

となっておりますので、担当より説明させていただきます。 

 

○池下委員長 
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はい、担当。 

 

○総務Ｇ主査  

それでは私の方から町職員の給与に関する条例の一部改正につきまして御説明を申し上げた

いと思います。１ページをご覧ください。 

１．改正理由といたしまして、他県における労働基準監督署の是正勧告に基づく時間外勤務手

当等算出基礎額について、適正な取り扱いとするための改正をするものでございます。これは、

時間外勤務手当等の算出の基礎である、勤務１時間あたりの給与額を算出するに当たり、冬季間

において支給される寒冷地手当。こちらを算入していないことについて、他県の独立行政法人に

おきまして、労働基準監督署の是正勧告がございましたことを受けて、各地方自治体においても

適正な取り扱いとするよう、国から通知があったことによるものであります。 

２．の改正内容としまして（１）勤務１時間あたり給与額における改正として、時間外勤務手

当等の算出に用いる勤務１時間あたりの給与額の算出において、冬期間支給される寒冷地手当を

含めるよう改正するものであります。（２）その他文言の整理に伴います改正ということで、前

段の改正に合わせて提案するものでございます。 

３．の施行期日につきましては公布の日からとしてございます。２ページをお開きください。

新旧対照表によりご説明いたします。 

第 16条において先ほどご説明しましたとおり、勤務１時間あたりの給料額の算出について、

給料の月額に寒冷地手当の月額を加算した額とするよう改正するものであります。その下、第

22条第３項及び第４項において引用先の表記に係る文言の整備をするものでございます。次の

ページにおきましては、本改正の施行日について公布の日からとするものでございます。なお、

今回の改正に伴いまして時間外勤務手当所要額、こちらへの影響がございますが、寒冷地手当が

支給される 11 月から翌３月までの５ヶ月間においてのみ、基礎額に算入されるということで

ございますので、総体で 30 万円程度の影響額であろうというふうに試算しております。今年

度、現時点における執行状況を勘案しまして、当初予算の範囲内で収まるものと想定しておりま

すことから、補正予算計上の必要性はないものと考えてございます。以上で町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例について説明を終わります。 

 

○池下委員長  

ただいま担当の方より、町職員給与に関する条例の一部を改正する条例について説明がありま

した。何か御質問があれば。よろしいですか。それでは②の消費税率の改正について説明をお願

いします。はい、担当。 

 

○管財Ｇ総括主査  

はい。それではご説明いたします。10 月より 10％に引き上げられます予定の消費税につき

まして、本町の使用料等におきましても、対象になるものが何点かございます。消費税の対象と

なっておりまして条例等におきまして、外税対応になってございます料金につきましては、今後

10月に引き上げを行う予定としております。なお消費税以外の要因によります、物価上昇等に

よります分につきましては、情勢を確認しながら今後検討していく予定でございます。以上で説

明を終わります。 
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○池下委員長  

ただいま担当の方より、消費税率の改正について外税についての話をされましたけれども、何

か質問があればお受けしたいと思いますが。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

今、説明頂きましたことには理解して、全体的にどこに聞けばいいのかわからない部分があっ

て、企画なのか財政当局なのか総務当局なのかというのは。現実的に業務委託契約等における、

10月の消費改正、入札も全て物品発注もそうなんですが、町全体としてはどういう取り扱いで

４月移行行ってきているのか。当然契約等については、10月１日以降、今後発注されるものに

ついては 10％で行くんでしょうけれども、当然税率改正が 10月に行われるという前提の中で

予算は計上されたと思うんですけれども、既に新年度予算等へ業務委託、物品発注等のそういっ

た具体的な今回の消費税率改正に関わる部分での全体処理をどういう形で処理されているのか。

で、総務でいいのかな。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

今まで発注した入札関係につきましては９月中に全てが終わるものについては８％で発注を

行っております。それを超えて 10月を超えるものについては消費税もあらかじめ 10％で発注

をしていまして、もし工期の変更で９月中に終わる場合があれば、そこは設計変更によって８％

に落とすということで執行しております。 

 

○池下委員長 

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

工事発注、物品発注は理解しているですけれども、その業務委託、例えば施設等の業務委託だ

とか管理委託というのは、当然の年度期間中で年度途中において、税率が改正されるんですけれ

ども、いろいろと４月発注段階において、契約書の中に 10月以降については８％か 10％に変

更という、ただ施工がきちんと国の方向で決まってないという不安定な部分があったので、各市

町村とも非常に苦労しながらその辺は、特に委託関係の発注については契約等に苦慮したという

話もさまざまな部分から聞いている訳なんですけれども、当町の場合はどんな形の中でそういっ

た年間を通じた委託業務等についての消費税の取り扱いを処理されたか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

年間通して委託している部分で、毎月支払う部分というのが委託管理をしている部分でありま
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すが、そこに関しましても９月分に関しましては８％。それ以降に関しましては 10％というこ

とで支払うことでやっております。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

全ての業務はそういうふうに契約上処理されたというふうに理解していいのか。毎月支払いと

か四半期支払いとか、個別的に全部違いますよね。例えば具体的に言うと指定管理については四

半期毎という形になっているわけで、今言ったようにきれいに毎月毎月支払いという形ではない

部分もあろうかと思うんですけど、それも含めて全体はそういう形で処理されているというふう

に理解していてよろしいのでしょうか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

消費税に関しましては９月分と 10 月からを、率を分けての支払いということでご理解頂き

たい。 

 

○古谷委員 

わかりました。いいですよ。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。いいですか。10月から色々と変わるでしょうけれども、その辺は原課で

適正に注意していただくしか他ないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。その他

の総務課全般通して、何か質問があればお伺いしたいと思います。よろしいですか。それでは総

務課終わらせて頂きます。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長  

それでは企画政策課行きたいと思います。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。はい、課長。 

 

○企画政策課長  

それでは企画政策課の協議報告事項案件につきまして、１件目が商工会のポイント事業につき

まして。２件目が神の子池の整備事業についての２件でございます。ポイントカードにつきまし

ては、10月１日の稼働に向けまして、カードの使用、町の支援額、行政連携ポイント等につき

まして、また、神の子池につきましては、整備案及び進捗状況等につきまして、それぞれ担当よ

り説明をさせていただきます。 
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○池下委員長  

はい、担当。 

 

○企画政策課主幹  

それでは１ページ目の方になりますけれども、商工会ポイントカード事業について、説明をい

たします。商工会のポイントカード事業につきましては、前回経過をお伝えしたところでありま

すが、経済産業省の補助金等の精査を含め、交付額及び町への支援額が概ね定まったことから８

月 23日商工会役員の皆様が、町への支援の依頼に訪れている所でございます。１番でございま

すが、ポイントカードの使用はＱＲコード、いわゆる２次元バーコード方式を採用とし、このコ

ードを各取扱店の端末のカメラにて読み取り、データの収受を行います。個人で手持ちのカメラ

つき携帯電話にソフトアプリケーションを組み込めば、自身でもカードの内容を確認することが

出来る仕様となっております。カードには各取扱店で行われる現金からのチャージからの数量、

店頭での取引により発生したポイントの数量など多数の情報の記録が可能となっているところ

です。カードは申し込みによる作成の基本カードの他に別図柄にて贈答用カード等を作成すると

いうことで聞きこんでいるところでございます。本年 10月１日からの基本機能であります、ポ

イントの付与、チャージなどの業務について開始予定ということで現在進めているところでござ

います。２番目に参ります。ポイントカード事業の整備事業費でありますが、初期導入費用とし

まして３千 188万１千円ということで金額が示されているところでございます。経済産業省か

らの補助金が１千 809 万６千円ほど。それから自己財源としまして、101 万６千円。この差

し引きしました残額が町への支援要請額としまして１千 276 万９千円ということで、23 日に

きているところでございます。こちらにつきましては、今後９月の定例町議会の方へ補正予算と

して提案をさせていただきたいと考えているとこでございます。 

３番目に参ります。行政連携ポイントにつきましては、裏面２ページのほうに当年度の下半期

分、相当に係る対象事業を掲載してございます。これまでに精査をいたしまして、今後はこの導

入可能なものから行いまして、実績・効果等を見ながら適宜加除を考えているところでございま

す。内容としましては、地域の安心安全、健康などを軸に、参加の勧奨等に係るポイントとして

設定をしているところでございます。このポイントは基本パターンとしまして、事業前にポイン

トをレシート紙にＱＲコードの印字を行いまして、当日それを来た人に配布をします。そのレシ

ートを取扱店に持込しまして、額面を使用するか、または先に申込みに所有している基本カード

にポイントとして加えることができるような形になってございます。今回、清里町がポイントカ

ード事業連携参加するに当たりまして、ポイント付与の額面は１ポイント付与につきまして手数

料が１ポイントという形になります。結果として２ポイントの拠出となります。１ポイント１円

の換価となることから、想定する拠出額としましては現在のところは 15万８千 650ポイント

ということに２円をかけた 31万７千 300円という形で見積もっているところでございます。

こちらにつきましても９月の定例会において補正予算として提案をさせていただきたいと考え

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  

今、担当の方より商工会のポイントカードについて説明がありましたけれども、質問があれば

お受けしたいと思います。はい、古谷委員。 
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○古谷委員 

前回示していただいたスケジュール。一連のスケジュール、これについては予定どおり進めて

いくという形で事業の段取り、商工会を中心にされているのかどうかという確認。もう１点は今

回行政連携のポイントの関係についての具体的な個々の事業の線引きというのは何を基準にさ

れているのか。当然健康だとかそういった部分だとか、図書館ちょっとその基準というものがど

こにおかれているのかっていうことが明確に意識出来ない部分が若干、若干ですよ。ほぼ妥当だ

とは思うんですが、その辺をどういうふうに町全体で置かれたのか、その２点についてお聞きし

たいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

まず１点目のポイントカードのスケジュールの関係でございますが、前回お示しさせていただ

きましたスケジュール、10月１日の稼働に向けまして、今のところ進めている状況ということ

でご理解頂ければというふうに思います。それから２点目の、行政連携ポイントの関係でござい

ます。このポイントにつきましては、行政と連携することによりまして、いろいろ、各種町の事

業に参加協力いただくことでということを今考えているとこでございまして、幅広く町民の方に

対象となる内容ということで考えているところでございますが、今回、下半期ということもあり

ます。当初、各課から、まずこの連携ができる事業ということで、色々他の町でやっていること

も含めまして、参考にさせていただいたところでございます。付与の考え方としましては、ボラ

ンティアですとか健康診断の受診、その他事業の参加・各種事業、イベントですね。ということ

で今回につきましては、精査をして、下半期分につきまして、今回後ろにつけている事業につい

て、まずは進めていければなというふうに思っております。今後また、新年度に向けましてこれ

らのポイントの加除等ですね、事業の加除等は遂次・随時やっていきたいというふうに思ってお

りまして、先程言った通りですね、健康増進ですとか各種イベント等を中心に、今回ポイントの

方進め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  

スケジュールについては了解いたしました。それでポイントカードの関係で再度もう少し詳し

く確認させていただきたいんですけれども、基本的に考え方はいいじゃないかと思うんですが、

ただ、他町村の全国事例たくさんエコマネーを含めてあるわけなんですけれども、一つはその辺

やはり社会的な貢献だとかボランティアを含めた社会的貢献だとか、健康の増進に向けて、そう

いった予防的な活動をしっかりやりましょうとか。高齢者自身の生きがいだとか、そういったも

のについて社会参加を促進しながら、孤立化しないような部分だとか、子育て等の部分ですと

か、ある意味で社会性とか社会的貢献だとか、そういった部分、単純にあるイベント参加がある

から、参加したからポイントですよというのは、やはり本来的なそういった行政の財政的な支援
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をして行くって、馴染むか馴染まないかって非常に線引きが難しい部分があろうかと思うんです

けれども、その辺もう一度しっかりと要綱等の中において整理される必要がある。具体的に別に

今回のポイントカードは、どういった町の事業を対象にしますよという取扱い要綱も何も示され

ていないわけであってですね、そこはやはりしっかりと明示してやっていくというのは、本来の

あり方ではないのかなと。あれもこれもというのが駄目だと言う意味じゃないです。地域にきち

んと還元されるし、個人も還元される。良い事なんですけれども、そこはやはりきちんと明確に

していくというのはやはり行政の立ち位置ではないかというふうに思う訳ですが、その辺の整理

は 10月１日に向けての具体的な取り組みの中で、されていくのかされないのか。適時、行政的

な個々の判断で、担当者の判断やそれで行ったりとか。その辺を確認させていただきたいと思い

ます。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今、古谷委員からの御指摘のとおり、ボランティアだけではなくて、当然社会的な部分、社会

貢献とかということも含めて、行政としては当然考えていかなければならないのかなというふう

に思っているところでございます。今回 10月１日稼働ということで、それに合わせまして町の

方の行政ポイントも色々連携したいということで進んでいることでございます。今言われたとお

り、きちんとした要綱を定めるというのは当然かなというふうに思っているところでございます

が、今現在ですね、その辺についてはまだ検討してるところでございまして、新年度に向けまし

ては、きちんとした形で進めて行きたいというふうには考えているところでございますので、ご

理解頂ければというふうに思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

人事異動があり、短期間で事務処理しなくちゃいけないという現状、十分に理解した上で、や

はりしっかりとしたこういったものについては、取扱いの準則なり要綱なり明示した中で、共通

理解の中においてやっていかれるというのはやっぱり妥当な行政行為だと思いますので、その辺

に向けて、新年度とおっしゃいましたけれども、年度途中でもかまいませんから、しっかりとそ

の辺整理されることが必要だというふうに再度申し上げて置きたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今の御指摘のとおり、十分整備できるものについては年度途中でもですね、含めまして、また、

いろいろ検討させていただきたいというふうに思っております。 
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○池下委員長  

はい、勝又委員。 

 

○勝又委員  

このポイント行政連携ということで、これはどういう形でポイントを付けていく。現場にその

端末を持って行ってということなのかな。 

 

○企画政策課長  

先ほどですね、一部担当の方から説明をさせていただきましたけれども、当日例えばイベント

とかに参加した来場者に事前にレシートのようなＱＲコードとして印字しておきまして、当日そ

れを配布するような形を取りたいと思っております。その配布したレシートを加盟店ですとか商

工会と持って行って、その場で１ポイント１円ですので、それを使ったりとか、基本カードにま

た入れて使うと。貯めることも出来るということで、そのような形で、レシートみたいな形で発

行していきたいということで考えているところでございます。 

 

○池下委員長  

はい、前中委員。 

 

○前中委員  

今、説明の中で、年度途中という事で、この行政ポイントの付与する事業、洗い出しがありま

して、こういう形で出てきているんですけれども、ある点、今後の中で全課を通じた中で同じよ

うな行政ポイントが付与される事業がないか、もう１度検討に値する部分がある部分もあると思

う。例えば自治会活動内で自治会活動でゴミを集めて、地域の環境美化。これもやはり行政とし

ての本町のイメージアップに繋がるような、かなり大きな部分で全課を通じた中で、もう少しど

うなのかなというのを意見としていただければなと。全課という部分は産業課もありますしね。

そこら辺も洗い出ししていただければいいのかなと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

この行政連携ポイント事業につきましては、実は１年以上前からですね、実は全課というか町

の中で、それぞれの課から対象になる事業の洗い出し、まずはですね、どういうような事業があ

るのか、他市町村の例も参考にしながら出していただきまして、ある程度こちらの方で事務局の

方で精査をさせていただいているものでございまして、今後また再度色んな部分でまた追加もあ

ったりとか、逆に減らすものもあるかもしれません。また今、委員おっしゃられた、例えばごみ

ゼロ運動、環境美化の部分につきましてはポイント付与をする予定をしておりましたが、今回下

半期の事業ということで、今回一覧表には載っていないということで、そういうような、ごみゼ

ロ環境美化についてもポイント付与を考えている状況で今進んでいるところでございまして、そ

れにつきましても新年度の方からまた途中でも、そういうのがあったらということで、ごみゼロ
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運動につきましてはそのような形で考えておりますし、今後も全課を含んでポイントをどのよう

な事業が対象になるかを含めて、また随時検討を進めていければというふうに思っております。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。私、質問したいんですけれども、今回の行政連携のやつを見ますと参加型

でポイントが多くもらえるのかなと思うんですけど、今後の事になろうかと思いますけれども、

町の中に結構ボランティア活動している方がいると思うんですけど、そういった人達の部分に関

して、町はどういうふうに考えているのかなという。わかる範囲で良いんですけど。はい、課長。 

 

○企画政策課長  

このポイント付与につきましては、先ほどから言っておりますけれども、まだ今後いろんな面

で精査をしなきゃならないというふうに思っております。当然、今委員長おっしゃられたボラン

ティアにつきましても、今後どのような形でボランティアを勧奨する上でもポイントについては

今後どのような形で展開できるかを検討させていただきたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長  

他に、このポイントカードに関して質問がなければ神の子池の整備事業についてを説明してい

ただきたいというふうに思います。はい、担当。 

 

○地域振興Ｇ主査  

それでは私の方から神の子池の整備について説明させていただきます。３ページをご覧くださ

い。神の子池整備事業につきまして、まず初めに駐車場管理棟トイレの整備について報告させて

いただきます。４ページをご覧ください。以前委員会でご説明させていただきました、駐車場管

理棟トイレについて、観光計画推進委員会の中で協議し、神の子池から約 600メートル離れた

位置に駐車場を建設する計画案を出させていただきました。その後、町民周知としまして、５月

広報でも町民の方に周知させていただいております。できた計画案を元に、南部森林管理署と協

議した際、計画の場所が保安林であることから基礎を打った建物を建てることができないという

結果を受けまして、内部協議をした結果ですが、５ページをご覧ください。駐車場の位置につい

ては、８月に観光計画推進委員会でも神の子池から約 600メートル離す位置に駐車場等を立て

ることには合意を得たため、駐車場の位置については計画どおりの場所に建てる計画としており

ます。管理棟トイレにつきましては当初予定していた駐車場の横には建てられないということに

なりましたので、駐車場から約 60 メートル神の子池側に管理棟トイレを建てる計画としまし

た。ここの土地については南部森林管理所からレクリエーションの森として清里町が借り受けを

受けているため、建設することは可能であります。駐車場から一番近い適地であるため、この場

所に計画させていただきました。ただ、理事者、観光計画推進委員については協議しましたが意

見については色々な意見が出され、定まっていない状況ではあります。６ページ７ページをご覧

ください。設置予定のトイレであります。ニシム電子工業で作成しているトワイレという完全自

己処理型の水洗トイレを取りつける予定であります。浄化槽と一体型のトイレとなっており、浄

化槽が備わっているため、ブロウを動かすなどで電源が必要となります。トワイレについては太

陽光パネルと蓄電池を備えているため、太陽光発電で電力を作り蓄電池で電気を蓄えるシステム
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となっております。ただ森林内でありますので、太陽光発電が十分に発揮できないことも想定さ

れるため、補助電力として発電機を備える予定であります。 

続きまして、神の子池の園地の整備になりますが、８ページをご覧ください。駐車場から神の

子池までの園地となります。当初予定していたとおり駐車場から約 300メートル林道を歩き、

林道と園地の高低差がなくなった所から園地の中に入っていくよう園路を設定しています。９ペ

ージをご覧ください。こちらについては園路を拡大した図面となります。園路については川を２

回ほど渡り、既存の木道に接続することとなっております。途中、川の水を触れる場所や景色を

見るデッキ等を設置する予定です。園路については９月補正で実施設計の予算を計上予定です。

以上神の子池整備について終わらせていただきます。 

 

○池下委員長  

はい、ただいま担当より、神の子池の整備事業、駐車場棟トイレについて説明ありましたけれ

ども、何か御質問があれば。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

今の説明の中で内容的にわからなかったんですけれども、保安林の関係でトイレ・管理棟の場

所を移動せざるを得ないという中で、推進委員会との距離だとか、理事者の協議の中でまとまっ

ていない。何が具体的にまとまっていないという。その説明の中で何がまとまっていないのかと

いう、良く意味がわからない。今回、実施設計ですよね。調査設計をやって、比較設計をやって

きて、そこで議論をして推進委員会や森林管理所もオブザーバーでずっと参加してそして決定を

して、そしてそれに基づいて町民に広報したし、議会にも報告した。そしてその中において、今

言った保安林の関係について解除できないという形の中で場所の変更を行う。それに伴って今回

は、実施設計は既に発注されるわけですけれども、その辺の今、推進委員会の意見だとか、理事

者との意見がまとまっていないというのはどういうことか。その辺の何をおっしゃっているのか

意味が不明だったもので、具体的に事実関係だけ教えてください。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今の説明なんですけれども、５月の広報ですとか、常任委員会、色んなところでこのトイレ・

管理棟それから駐車場の位置につきまして、今、説明をさせていただいたところでございます。

また８月の観光計画推進委員会の中でも説明させていただいたということで、当初は駐車場とト

イレ・管理棟が一体ということで、事務局も考えておりましたし、そのように委員会のほうでも

お話し、またその他のところでも説明させていただきました。やはりまとまっていないという

か、色んな意見が出たということで、ご理解いただきたいというふう思います。やはり当初の駐

車場とトイレ・管理棟が一体となったものが、やはり１番良いのではないかということでござい

ました。そういう意見等がありましたが、今トイレの場所ではこれまでの経過から神の子池の環

境とあわせて、ある程度離して、今あるトイレでございますけど、それとはやはり離さなければ

ならないということでまとまっているんですけれども、最初に説明した案が１番良かったのでは
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ないかということでありますが、先ほど説明したとおり保安林ということで基礎を打つ建物が建

てられないことがありまして、いろんな意見があったということで先ほど話しましたけど、それ

も踏まえて今回１番ベストな位置という案で進めていきたいということで、それに対して実はい

ろんな意見があったということで御理解をいただきたいということでございます。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

何となく色んな意見があったけれども、今回町が議会・委員会に提示した管理棟トイレを 60

ｍ離れた場所に持っていく。前回の計画を変更しますよっていう、その案で町としては今後事業

を進めていって、実施設計についても発注したいという理解でよろしいんでしょうか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

はい。今言われたとおり、この一体ではないですけど、60ｍ離れたところで進めて行く方向

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。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

これは致し方ない。当然、土地の所有者が林野庁であって、国有財産ですから、また保安林の

解除はできない。これは致し方ない結果だということは受け止めて推進して行かなくていけない

と思うんですけれども、ただやはり他の事業もおしなべて言えることですけれども、事業計画の

組み立て方の手法論ですね。何回も推進委員会で議論されたわけだし、その中にはオブザーバー

で当事者である南部森林管理所も入っていた訳であったり、当然こういった事業をやる場合につ

いては土地の占有だとか使用だというのは大前提であって、それに関する部分については事前的

な協議がしっかりされていくっていうことが全ての事業について必要であって、特に国有林の解

除だとか保安林の解除だとかで林野庁における国有林等の財産の処分というのは非常に厳しく

て、南部森林管理所では判断できなくて、全ての関係は北海道局か、もしくは財産処分にともな

う部分になると財務省協議をやって本庁まで行かなければ、ほとんど許可が出ないというのが、

これが当町における、様々な国有地・国有林、特に林野庁所管分については、過去の経験則でそ

ういうふうになっているという前提に立ったときにですね。今言ったような手続きの進め方の齟

齬があるということ自体が今後ですよ、もう起きてしまったことは良い悪いではないから。そこ

はしっかりともう１回職員の中で共有化しながら、今回職員の皆さん課長含めて全員担当者変わ

ったということで、非常に申し訳ないんですけれどもこれは全体として当たり前の話であって、

行政事項のイロハのイをこっちに置いておいて、しかも当事者もオブザーバーで参加していると
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いう、そういう手続が全くされないで事業がどんどん進んでいく。しかも地殻調査までやったわ

けですよね。現地地殻調査までやって、どうやるかという選択までして、そして議会に報告して

町民に周知して、それをまた計画変更ですよという、そういったことに対する、もう１回事務処

理の危機感みたいなものを職員の間においても間違ってましたではなくして、やはりきちっとそ

ういった要因がどこにあったかということをしっかりと、事後の仕事のためにも反省材料としな

がら進めて行くという姿勢が大切になってくると思いますので、その辺本当に変わったばかりで

こういった話をさせていただきますのも申し訳ないんですけれども、担当課長として、どのよう

に捉えられているのか一言だけで結構ですので。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

ただいまの古谷委員の御意見でございます。今言われたことについては担当者が変わる変わら

ない関係なく、行政としては当然事前に関係者等と十分なしっかりとした協議というのは必要と

いうふうに考えております。今回協議のほう、何回もしておりましたが、協議を進めていく中で

今回このような形になったということで、反省すべきことは反省しなければならないと思ってお

りますが、これは人が変わる変わらない関係なく、行政として色々関係者との連携・手法、協議

等については今後十分にしっかりとやっ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  

今の件に関してはそれで理解して、しっかりやっていただく。ただもう１つ、今後実施設計が

進む段階において、今度こういった新しい散策路とかって従来の林道と違った占有、使用という

ことが出てくるわけであって、そういったことに対する整理というものをこの計画段階、どのよ

うに整理されたのか。当然、占有路が生じるのかそれとも現状変更が保安林ではないにしても、

その国有地内におけるそれがどのような形で財産の使用、または占有に係る処理がされるのかっ

ていう形の今後実施設計にともなって、当然大前提になってくるわけですけれども、その辺の処

理、どのように現在取り組まれているのか。今まだ検討中だとすれば、どのように今後進めてい

くことのかということについて考え方をお示し頂きたい。 

 

○池下委員長 

はい。古谷委員。 

 

○古谷委員  

次回も委員会ありますので、その辺、そこまで整理して次回の委員会。この場でどうのこうの

ではなくて、次回の委員会、９月にも定例会がありますから、それに向けて事後的な今後のこの

実施設計を進めるに当たってのその財産の使用とか、それに関わる一連の流れというのがどうい
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うふうになっていくかという形。どういう協議をしていくのかという方向性。方向性だけ次回ま

でに是非整理をして提示をいただければ大変ありがたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今言われた関係ですね、１度整理させていただきまして申し訳ございませんけども、次回の委

員会等でお話できればと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  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

これは大切なことなので実施設計を発注してからやる話ではなくて、前さばきの事務処理の話

ですから、それはきちんとなければ実施設計というのは出来ない話だし、それはきちんとさっき

言ったように、行政のイロハのイですから、それはしんどい言い方ですけども、しっかりとやっ

ていただくということが必要になると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。後は委員

長の方でよろしくお願いします。 

 

○池下委員長  

次回、委員会９月４日に予定はしておりますけれども、その時までに大丈夫でしょうか。大丈

夫ですか。その時に後日説明ということで、よろしいですか。他にありませんか。はい。 

 

○堀川副委員長  

非常にぶり返すようで申し訳ないんですけれども、国有林の許可がおりないから、やむを得な

いとようなお話をされたんですけれども、この中途半端なトイレの位置と管理人小屋のままで進

めていいのかなというふうな非常に疑問を感じるところですけども、今、この計画されているト

イレの部分は、町として何とかの森ということで借り受けしている場所だから建てられるという

ようなお話しをされたんですけれども、ならば駐車場の横に同じように町として借り受け出来る

土地がそういう方法はないのかですとか、駐車場の車の台数を３～４台少なくして駐車場にトイ

レを併設することができないのか。そこら辺をもうちょっと工夫できる可能性があるのかないの

かっていうのをお伺いしたいんですけども。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○地域振興Ｇ主査  

先程のレク森と保安林の話なんですけれども、神の子池側についてはレク森で借り受けしてい

るんですけれども、反対側の方は保安林になっていまして、駐車場も含めて全部保安林で、保安
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林の解除というのが、一応レク森で借り受けしているので、保安林を解除することがほぼ、困難

なんですよ。要は借りている土地があるので、そちらを利用してくださいっていうことになるん

ですよ。なので、駐車場はＯＫなんですけれども、建物を建てるという部分についてはレク森で

ということになりますので、こういう形でなってしまいました。要は基礎を打てないということ

になりますので、それで保安林の解除も出来ないんですよ。借りている土地が近くにあるので、

そちらを活用してくださいと。それを埋め立てしようが何しようがいいと、南部森林管理所は言

っているんですけれども、そういう訳にもいかないので、一応ちょっと平らな所に建物を建てる

という考えで、この 60ｍずれるという計画になっています。 

 

○堀川副委員長  

レク森の拡張ということは不可能なんですか。 

 

○企画政策担当  

レク森の拡張という、この周りも全部保安林なので保安林を解除してっていうことになりませ

ん。 

 

○堀川副委員長  

非常に中途半端な、トイレも駐車場から 60ｍ離れる。ましてや管理人も置くということにな

れば、駐車場のそばにいないと意味がないのかなというふうに感じるんですよね。この駐車場の

設計図面の中に建てるということも、不可能なことなんですか。 

 

○池下委員長  

はい。担当。 

 

○企画政策担当  

不可能です。基礎を打って建てるというのが不可能ということで、こちらの位置にずらしたと

いうことになります。 

 

○堀川副委員長  

では基礎なしのものを考えるという方法はどうなんでしょうか。 

 

○企画政策担当  

基礎なしという考えも、観光計画推進委員会の中でも出たんですけれども、基礎なしというと

こちらの話になりますけども、補助金関係の部分がありまして、そちらの方の移動できるものは

対象にならないので今回はこちらの方でということで考えております。 

 

○池下委員長  

堀川副委員長、いいですか。 

 

○堀川副委員長  
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あまり良くないですけど、考え中です。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

いろいろ難しさはあるというのも事実あると思うんです。国有林の解除、保安林の解除は非常

に難しいという形もありましょうし、時間かければできると思います。そういうのは２年かかっ

て３年かかっも、本庁まで行って林野庁まで行って。そういった選択肢をとるのか内部で色んな

中で悩んで協議されたとは思うんですけども、ミスですよね、はっきり言うと初歩的な。自分の

所有地じゃない所に物を建てるという前提にたった時に、どのような手続きがあるのかというの

は素人でもわかるし、しかも国有林であったり、保安林であれば非常に難しいというのも大前提

になっているところを、それを何げなくどんどん事業だけが進んでしまったという事実があるわ

けであって、だから本来の副委員長がおっしゃったような目的とか説明してきた事業効果だと

か、管理上の今後の将来の運営の問題とか色んなものが発生してくるという前提にたっての最善

のモアベターな選択をせざるを得ないという状況に追い込まれてしまったという中での事務処

理だと思うんですけれども、そういったことも含めて次回の委員会で本当にもう１回出来ないの

かどうか。もしやるとすれば、どのところを時間的に事業を執行を停止して、事業執行停止です

からね、予算組んでそこまできっと解除となると３ヶ月だとか１年２年というのは最低限必要な

手続き上の話になりますから、そこまで持っていくのかという事も含めて次回の委員会まで諸課

題を整理して提示して、町としての最終判断を御提示願いたいと思います。ここでああでもない

こうでもないと言っても、議論としては成り立ちますけれども、方向性としては整理出来ないと

いうのが本音だと思いますので、それについては委員長のさばきの中でその方向を示していただ

ければと思いますので。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。田中議長。 

 

○田中議長  

今回基本設計が説明された訳ですけれども、この今回の遊歩道だとかトイレの部分出たんです

けれども、この障がい者の車いすだとかそういう人たちも利用できるような設備計画を持ってい

るのかどうか。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○地域振興Ｇ主査  

一応距離がありますので、対応ということで、すぐは無理なんですけども、検討していかなけ

ればいけない事項であるかなと思っております。今まで神の子池の近くまで車いすの方とかも来

られていたという部分もありますので、その辺は検討しなければならないかなと思っておりま
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す。 

 

○池下委員長  

はい、議長。 

 

○田中議長  

是非、そこら辺も今の時代ですので、せっかくやるんであれば、やはりそこら辺も十分に検討

していただければ。可能であれば。 

 

○池下委員長  

はい、前中委員。 

 

○前中委員 

この４ページのこの基本計画図というのは、以前委員会でも諮られて、そういう形でというあ

る程度の委員会の集約かなと思ったのが、今回トイレの件と管理棟が移動、スイッチしたという

ことで今の意見の中では、財産権の部分で林野庁がもっている部分がちょっと甘かったのではな

いかという指摘もあるし、あるいは色んな部分が、じゃあ本当に大丈夫かと。先ほど遊歩道の件

も１つしかり。あるいはこの道々における駐車帯施設の検討。こちらに向けてのこの遊歩道新設

の検討と、これも基本計画にある。これまたやはりしっかりとした裏づけなり、国との検討もな

されているのか。これまたどうなっているのかなってちょっと不安になるところなんだけども、

そこら辺、あまりにも急速にこの計画を進めると本当に大丈夫かなとちょっと思うところがある

ので、全体の中で本当に大丈夫なのか、心配になってきちゃうんので、じゃあ今ここでトイレの

計画もありますね、電気を使わない。森林の中で、太陽光で不安だから発電機を設ける。それだ

ったら最初から発電機設置したもっと安価なトイレという考えでもいいんじゃないですかって

いう考えはないですかね。蓄電池は設けます。それだってコスト的に見合わない、あるいは北海

道にも山岳地帯にバイオマストイレなんてそこら中にあるんだから。そういうところまで、どう

も僕としても意見を持ちたくなるんだけれども。そこら辺、大丈夫な部分と大丈夫ではない部

分、もう１つ観光庁との兼ね合い、国立公園内としての本町としての取り組みとして、なんとか

この地域の中で観光拠点として開発したい部分でこういう取り組みをしたと。そこら辺との何て

いうか、関係性をもう少ししっかりと持っているのかどうなのか。確かに林野庁との兼ね合いも

ありますけれども、そこら辺の線引き、国立公園としての線引きがここには入っていないと理解

していいのか。完全に駐車帯は入っていますよというふうになるのか。ちょっと僕そこら辺の境

界線がわからないから意見として言っていますけれども、ここら辺はしっかりと国立公園内なの

か外なのかという部分、この管理棟がもし計画がこの通り進むのであれが、そういうこともある

だろうし。ちょっとわかる範囲でいいですから。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○地域振興Ｇ主査  
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先ほどの駐車帯と遊歩道の関係ですけれども、これは観光推進委員会の方から意見が出されて

いまして、そこで反映されている部分であります。早急にやるという、まずはこのトイレ・駐車

場、管理棟をやって今後、検討するという形で載せておりますので、すぐにやるという考えでは

ございません。あと国立公園の関係の話ですけども、一体国立公園になっております。建物につ

いても、国立公園ですので、許可の関係を取っていくような形になります。こちらについては、

実施設計が出た段階で環境省の方に許可を取るということになります。簡単に言うと先ほどの言

った、レク森。レク森と言っても神の子池側の建物を建てると計画している方がレクの森になる

んですけれども、そちらの方については第三種特別地域という部分になっております。反対側の

駐車場を建てる所については普通地域になっています。よろしいでしょうか、以上で。 

 

○前中委員  

はい、わかりました。そしたら遊歩道はまだ、グランドデザインの前の段階ということで理解

していいということだね。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○企画政策担当  

はい。以前出した物を実施設計という形で載せております。 

 

○前中委員  

僕もたまたま青森においらせ渓谷、あそこも国立公園内に同じように参歩道があって、あるい

は駐車帯もある。あるいは所々に車で行ってもトイレ使えるとかってあるんで、僕も安易に考え

て出来るのかなと思ったんだけど、そこら辺やっぱり利便性的なものということをやっぱり優先

するんであれば、そういうことを考えながらの計画というのがあまりにも離れるというのは果た

してどうなのかなと。これからどうするか本当に同じように検討してもらいたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

本日、神の子池の関係につきましては、色んな御意見が各委員さんからあったのかなというふ

うに思っております。今後この神の子池の園地整備進めていきます。また当然さくらの滝ですと

か、いろんな観光地の方も今後進めていくことになります。色んな関係団体、それから議員さん、

委員各位等のご意見等も聞きながら、十分にまた関係団体との事前の打ち合わせ等も十分行いな

がら園地整備等を進めていきたいというふうに思っておりますし、次回の委員会で、ある程度検

討した内容をお示しできればと思っておりますのでご理解いただければなというふうに思って

おります。 

 

○池下委員長  
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はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

補正予算の段階でも質問させていただいて具体的に整備していくということについて、運営管

理が伴う整備をする時にしっかりとそれを読み込むとともに、田中議長からお話があった形の１

つの事例ですけど、例えば今年の夏、高齢者施設に入っている方たちが、バスで町内のそういっ

た名所に行こうとしてほとんどそういった高齢者とか、身体に障害を持った方への対応ができる

施設がなくて、残念ながらよその町に行ってきたという話もこの前聞かせてもらったばかりで、

新しいトレンド、時代の流れとしてはそのハンディキャップを持った人や高齢者、乳幼児も同じ

でしょうけれども、今の観光の分野でもＵＤ観光、ユニバーサルデザイン観光というのは、大き

く今回の東京オリンピックやパラリンピックを含めながら空港や駅だけではなく、そういった観

光施設も積極的にやっていこうという一連の流れがある中において、そういったことを前提とし

て先を見込んでやはり清里は人に優しい町であって、そういった自然の所に行くにしても、ある

一定のそれらの手立てとか手法とか運営ということはある意味ではワンセットになっていない

と、これからの観光地というのは生きていけない。ただ単にそこが綺麗だから美しいからではな

くして、本来的なホスピタリティーだとかそういった時代の新しい要請をきちんと先取りしなが

ら、それをきちんと設計思想や運営思想や管理思想に盛り込んでいくというのが当たり前の社会

であって、ただ単に施設を整備しましたとか、これでＰＲでホームページ作りましたとか、エー

ジェントを呼び込みましたと言ってもほぼ意味がないと言うとおかしいですけど、新しい投資を

する以上は、そういったこともしっかり織り込んだ中でやっていくことがやはり必要だし、特に

今後、神の子池やさくらの滝というのは、そういう施設でなければ意味がないと言うところもあ

りますので、もう一度、ある意味限られた時間というふうに考えず、特に運営とか管理の関係に

ついては当然、さらに今後熟議しなければいけない状況にあると思いますので、そこを積極的に

開いて、その観光推進委員会でどういう話がされたか、ちょっと私はわかりませんけれども、そ

こまで突っ込んでやっているのかどうかも議事録もないですから、見ることが出来ませんので、

もう１回そういったところの議論をしっかりと議会に対してもそうですし、町民に対してもまた

そういった関係する委員会においてもしっかりやっていただくということが必要なんじゃない

かと思いますので、その辺の事業への取り組み方っていうものも、是非再点検していただきた

い。このように思っております。そうでなければこういった問題が生じてこないはずです。そう

することによってそういった問題が生じないようにきちんと前さばきをしていくということだ

と思う。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

ただ今の御意見等でございます。運営管理の面、それから本当に色々観光の方に、観光地に多

くの方に来てもらうことも含めまして、本当にいろんな御意見等があるのかなというふうに思っ

ております。十分に内部でもまた検討させていただきたいなというふうに思っているところでご

ざいます。 
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○池下委員長  

岡本委員。 

 

○岡本委員  

あの、駐車場跡地で植生復元となっているんですけれども、先ほど障がい者の方々の対応とい

う部分で、元々あった駐車場というのは使えないものなのかどうなのか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

今、岡本委員がおっしゃったのは、今現在のトイレとか駐車場があるところだと思いますけれ

ども、先ほど障がい者の方というふうな御意見もありました。その辺も含めまして今後、本当に

全体的に人を呼び込むため、新しい観光地にするため、いろんなことを検討させていただきたい

というふうに思っております。そこら辺についてはまだ検討段階ということでご理解いただきた

いと思います。 

 

○池下委員長  

他、いいですか。はい、伊藤議員が質問したいということで許します。どうぞ。 

 

○伊藤議員  

今いろいろと話が出ていたんですけれども、さっき副委員長の方からもあったんですけれど

も、むりしゃり感がやっぱりあるかなという感じがするんですよね。どうしてもその事業を進め

ていく上では、ある程度やむを得ないという部分はわからなくもないんですが、この事業も元々

自然保護ですか、という観点から行われているものだと僕は理解しています。例えば、今回、今

はどうしようもないから２つわけますよ。駐車帯と管理棟とを分けます。先ほど古谷委員がおっ

しゃっていた通り、もうちょっと時間をかけたら、例えば保安林のその解除の部分ですとか、２

年３年かけて、もし可能なのあればもう少しやっぱり難しい話ですけど、究極の話をしますけ

ど、一旦中止じゃないですけれども、時間をかけてでも、本当に良い状況に整備をしていくとい

うことが一番大事なことで、これ中途半端にやりました、後からやっぱりこういうことができま

したってなると、ここで今回建てた管理棟の所がまた自然破壊で終わっちゃうんですよね。先

程、岡本委員がおっしゃっていましたけど、元々ある駐車帯自体も、あそこも、もし仮にこうい

う、今行おうと思っている事業を一番最初の段階で考えられていたら、あそこを自然破壊するこ

とはなかったんですよね。今復元しますとは言っているけれども、復元は復元であって、元々は

１回破壊していることになる。そういう観点からもっていくとして、今さらに古谷委員おっしゃ

っていますけど、毎回これ出ているんですけれども、障がい者のそういう方々が利用できるため

の整備ですとか。まだまだだからやらなきゃならないこと、今回あるのかなと今思っていて、こ

れ本当にさすがにこう進めていって大丈夫なんでしょうかねって、ちょっと今思っているんです

が、なかなか今ここですぐそうですよねという話にもならないでしょうし、ましてやもう時間も

今、現段階で限られている状況の中で行っている。ただ本当の意味で、この事業何のためにやる
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んだと考えた時に基本的には環境を保護していく。自然破壊をおこさせないということが目的な

のであれば、本当によくよく考えていったほうがいいのではないかなって思います。これに関し

ては、今答弁いりません。ただ意見として言っておきますのでという事です。 

 

○池下委員長  

それぞれですね、色んな意見が出された中で私も思うんですが、この前回までの出された図面

と大幅に違うということを踏まえて、まだこれは基本設計の段階ですから、まだまだ改善する余

地があるのかなと。もしくは１度ゼロベースに戻して、今あるところにしっかりと整備をして、

今あるところにしっかりとしたトイレを作るということも前提として考えて、そして色んな方か

ら出されました、人の手を借りないと神の子池に行けない方もいっぱいいますので、そういうこ

とも全般踏まえた上で、やはり神の子池の素晴らしさを色んな人に知ってもらうためには、やっ

ぱり最善の努力をした上で、やっていただくというのが町として進めていかなければならないこ

とかなと。それに対する国の補助金も利用するものがあったら利用するのは構いません。でも必

ずしも補助金がなくても、町としてやらなければならないことがあれば自費でやるということも

視野に入れながらやらないと良い物は決してできないと思います。そこら辺踏まえて、まだ基本

設計の段階ですからまだまだ変える余地はあるのかなと私も思いますので、今日皆さんの意見が

沢山出ました。それを十分踏まえた上で原課としてですね、なるべく協議をしながら進めていた

だきたい。そしてこの次の常任委員会に先程古谷さんの質問にもありました、その質問に対する

回答。それとですね、今回いろんな人から出されたこの意見を、町全体として考えて協議をして

いただきたいというふうに思います。この件に関しては、よろしいですか。それでは今日の案件

以外に企画政策課、何か質問があれば。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

大変重要な問題で第６次の総合計画の部分については、６月の補正で予算化がすでにされてい

るわけで、今後きっと今事務的に内部協議がされて、今後のタイムスケジュールや手法論、当然

総合開発審議会の構成にプラスアルファ臨時委員も設けるのでしょうが、どんな手法論や内容に

ついて、その方向性のアウトラインがそろそろ示されてくる時期かと思いますけど、今回の委員

会にまだそういった報告なり協議がされていないですけども、基本的には次回の委員会に第６次

の総合計画に向けての、今申し述べた全体的なフレームやタイムスケジュールってものを示して

頂けるというふうに理解してよろしいのか確認をさせていただきたい。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長 

ただいまの御質問の第６次の総合計画の関係でございます。この関係につきましては６月の補

正で予算化をしているところでございますが、今現在、事務局内部では、過去の計画をみながら、

今後どういうような計画を作っていくかというような素案作りを進めているところでございま

して、今後、計画の構成ですとか策定の視点であるとか、策定のための今言われた組織、総合開

発審議会またスケジュール等についてですね。ある程度の策定要領みたいなもの、次回の委員会
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でお示し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ので、御理解いただきたいな

というふうに思っています。 

 

○古谷委員  

次回の委員会で具体的なアウトラインをお示しいただきたいです。あわせて今回の補正予算の

中で数多くの委員の皆さんから総合計画策定の具体的な取り組みの手法論について、意見がたく

さん出されたというふうに記憶をしています。特に当町においては 10年に１回、５年の見直し

でローリングをしながらという形の中で、基本となる計画、一番柱となる計画であって、そこに

町としては住民協働というような考え方に立ってですね。町民と共にその計画を作っていくんだ

といった形の中で、今回の補正予算で議論されたのはコンサルのあり方、今回の神の子池とかも

全部そうですし、アウトソーシングではなくして、やっぱりしっかりと職員の間においてある一

定の現状把握や課題の分析をされましょうし、さらには単純に総合開発審議会に臨時委員を何人

か足して、そこをベースにやっていくんではなくして、他町村の最近の事例を見るとやっぱりワ

ークショップを開いたりとか、もっと広く百人委員会といった形の中で、多種多様な町民の参加

を求めてそこで現状課題の分析ですとか議論していくだとかワークショップを開くだとか、開か

れた中でも議論というのはどうしても必要ではないか、具体的に事業を推進して課題感を町民と

も行政、議会と協力しながらでないと事業がなかなか前に進まない、今、当町ではなくして小規

模自治体含めておかれている現況を考えた時に、従来の手法にこだわらず、さらにコンサルに何

を求めるのか、整理をしながら新しい発想や考え方にたって総合計画のプリティング、作ってい

く手法論を是非計上していただきたいなと。単に調査をやりますか安価であります。それと今の

商工振興計画はここから今は結果としてアンケートもそこで個別的な課題については注視され

て、そういった課題に向けてこういう形でやっていこうと。それはもう障がい者計画もそうです

し、商工振興計画もそうでしょうし、あらゆるものがそういった調査とかアンケートをやって、

ここ１０年とか５年のやつを作られてございますから、そういった成果をきちんと持ち込んだ中

に手法をやっていく、新たに工夫というのはそういう形はなくして町民のところにしっかり戻

し、そして職員間で課題を共有し、これ言い過ぎかもしれませんが、職員も色々この地域を学ん

でいくし、仕事の地域の課題を学んでいく、そして町民皆さん一緒に共同作業としてそこに積み

上げていく。そういったことをやっていかないと地域全体の活性化、役場内の活性化に繋がって

いくわけです。専門家を使ったらダメという話ではなく、それはそれとして使いようがあるわけ

であってですね。手法論について前向きに、是非検討した中で、今後のフレームを作っていただ

きたい。このように考えていますので、担当課長としてどのように考えているのか捉えているか

ご答弁願いたいと思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長 

総合計画でございますけども、これにつきましては、ほんとに清里町にとって、町民にとって

本当に大事な計画というふうに認識をしております。現在、策定に向けて内部協議等行ってる段

階でございますけども、今特に言われました。町民の意見反映ですね。あり方につきまして、従
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来からやっている通り、審議会であったり、臨時委員さんであったり、いろんな部分、アンケー

トも含めてそれらの手法も現在は活用しながらと考えているところでございますけども、意見反

映、いろんなあり方というのは、今、おっしゃられた通り、他の町でもやってございますけども、

いろんな手法があるのかなというふうに思っておりますので、どういう形で、この計画づくりに

町民の方を巻き込んで、ということも含めまして十分に検討していきたいというふうに思います

し、コンサルのあり方についても述べられておりましたけども、それにつきましてもきちんと整

理した段階で、この総合計画に反映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の

で御理解いただければな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  

十分その辺踏まえながら、特に予算審議の中で非常にたくさんの委員の方から意見が出て、そ

ういった考え方の方向性についても、しっかり内部検討していただいて方向性を示していただき

たい。 

もう１点、確認なんですけども、前回の委員会の中で緑の活性化プロジェクトの解散につい

て。 

 

○池下委員長  

その件に関しては、この委員会が終わった後、５分休憩を取った後、副町長参加のもと、説明

をいただきますので。 

 

○古谷委員  

あわせて経過については文書でどういった経過だったのか、何を議論されてどんな話だったの

か、それは事実関係は予算かけてやっているわけだから 13回もかけてやっているわけだから、

その経過とか、何をあそこで議論されたのかとか。我々自身が知らないということがおかしいわ

けであって、それは相当副町長は、副町長として経過について説明があると思うんですけど、き

ちんと形に残るという形で、次回の委員会にお示しいただきたいと思います。委員長のお取り扱

いお願いいたします。 

 

○池下委員長  

他によろしいですか。それでは企画政策課終わります。 

 

○池下委員長  

 大きな２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

９月４日水曜日、９時からこの会場で用意しております。よろしくお願いします。 
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○池下委員長  

大きな３番、その他に関して、何かあればよろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

〇池下委員長 

それでは第５回総務文教常任委員会、これで終わりたいと思います。 

 

 （閉会 午前 11時 24分） 

 

 


