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第６回総務文教常任委員会会議録 

令和元年９月４日（水） 

    開 会  午前 ９時 00分 

    閉 会  午前 11時 35分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●企画政策課 

  ①平成 30年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

  ②令和元年度一般会計補正予算（第２号） 

  ③令和元年度一般会計補正予算（第３号） 

  ④令和元年度一般会計補正予算（企画政策課所管分） 

  ⑤神の子池整備関係について 

  ⑥清里町交通支援策について 

  ⑦第６次清里町総合計画策定概要 

 

●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） 

 

●総務課 

①令和元年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

②緑清荘の指定管理者の募集及び決定等のスケジュールについて 

  

２．意見書の検討について 

 ①介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書（案）について 

  ②看護師の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書（案）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 

■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    半澤  忍    ■まちづくりＧ主査   長屋 智洋 

■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     

 

          

  

○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６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、企画政策課より７件案件が出ておりますので、説明をよろしくお願いします。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、定例会に報告いたします財政健全化

判断比率等それから、提案予定の補正予算案件、また神の子池整備、交通支援策、総合計画、計

７点につきまして、具体的な進め方、支援内容等につきましては、まだこれからといったところ

で、検討中のものもございますが、現状の考え方等をお示ししていきたいと考えております。そ

れでは担当より説明させていただきます。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査  
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 それでは、まず私の方から１番の平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率についてご説

明をいたします。１ページをお開きください。この件に関しましては、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律の規定に基づきまして、議会に報告するものでございます。また、同法の第３

条第１項の規定におきましては、毎年度において、前年度の決算の提出を受けた後に速やかに、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該の健全化判断比率を、議

会に報告し、かつ公表しなければならないと規定しております。また、同法の第 22条第１項に

おきまして、資金不足比率についても同じく議会への報告と公表をすることについて規定をして

おります。 

 まず、上段の表、健全化判断比率につきましては、４つの指標によりまして、地方公共団体の

財政状況を判断するというものでございます。はじめに、一番上の実質赤字比率でございます

が、これは一般会計等の実質赤字額を標準財政規模で割った比率を指しておりまして、清里町に

おきましては、表の中に数値が記載されておりませんが、これは歳入から歳出を差し引いた額に

赤字が生じていないということによるものでございます。なお、表にありますとおり、早期健全

化基準は 15％以上、財政再生基準は 20％以上となってございます。 

 続きまして、次の段、連結実質赤字比率につきましては、一般会計から特別会計まで合算しま

した連結実質赤字額を標準財政規模で割った比率を指しております。こちらにつきましては、簡

易水道事業と農業集落排水事業の公営企業会計を除く、他の特別会計の合算で算出しておりま

す。こちらも赤字額が生じている会計はございませんので、表の中に数値は記載されておりませ

ん。こちらは、早期健全化基準は 20％以上、財政再生基準は 30％以上となってございます。 

 次に、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債費比率につきまして

は、平成 30年度においては、9.4％となってございまして、前年度比 0.1％減となってござい

ます。実質公債費比率の早期健全化判断基準は 25％以上、財政再生基準は 35％以上でござい

まして、こちらも大きく下回っているという状況でございます。次に、１番下の債務負担や、一

般会計以外の会計の地方債償還見込みなどを含めた負担比率を示します将来負担比率につきま

しては、債務負担行為の見込み額や、地方債の残高等が減少していることなどから、平成 24年

度より数値につきましては発生しておりません。 

 最後に、中段の表になります資金不足比率でございますが、公営企業会計における資金不足額

を、事業の規模で割った比率を指しております。本町における公営企業会計につきましては、簡

易水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計が該当しておりまして、歳入から歳出を差し引

きました額につきましては、ともに収支は黒字となっておりますので、資金不足は生じていない

状況でございます。そのため数値はこちらも記載されておりません。なお、経営健全化基準は

20％以上となってございます。ただいま御説明いたしましたとおり、本町におきましては、健

全化を判断するための４つの指標及び資金不足比率につきましては、それぞれ基準内の数値とな

っております。なお、この健全化判断比率につきましては、冒頭に説明いたしましたとおり、監

査委員の意見を付して議会に報告するものでございまして、８月 27 日付で監査委員さんより

審査意見書の提出がなされております。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

 ただいま平成 30 年度健全化判断比率及び資金不足比率について説明がありました。委員の
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皆様何か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。 

 

○池下委員長  

それでは②番令和元年度一般会計補正予算（第２号）の説明をお願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査  

 それでは私の方から、令和元年度一般会計補正予算（第２号）につきまして御説明をさせてい

ただきます。第２号の補正につきましては、地方自治法第 179条第１項の規定に基づきまして、

８月９日付で専決処分をいたしておりますので、ご承認を賜りたいと思っております。 

それでは２ページをご覧ください。事業内容につきましては、前回の常任委員会におきまして

担当であります町民課より既に御説明がされていると思いますけれども、この補正につきまして

は、清掃センターの設備の修繕を実施するものでございます。ごみを炉体に落とすための設備で

あります給じんプッシャーが故障し、動かなくなり、焼却処理が不能になったため、緊急の修繕

が必要であったことから、８月９日付で補正の専決処分を行ったものでございます。補正額につ

きましては、歳入歳出それぞれ 205 万２千円を追加し、予算の総額を 49 億３千 814 万２千

円とするものでございます。 

まず、下の段、歳出につきましては衛生費におきまして、清掃センター管理運営事業といたし

まして 205 万２千円の補正となってございます。上段、歳入につきましては、この 205 万２

千円を地方交付税より財源充当いたしております。 

次に、３ページをご覧ください。３ページの補正予算概要でございますが、ただいま御説明い

たしました事業の内容、財源内訳について記載しておりますので、ご参照いただきたいと思いま

す。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

 ただいま②番の令和元年度一般会計補正予算（第２号）の説明がありました。何か質問があれ

ばお受けいたしたいと思います。よろしいですか。 

 

○池下委員長  

それでは③番令和元年度一般会計補正予算（第３号）の説明をお願いいたします。担当。 

 

○まちづくりＧ主査  

 私の方から令和元年度一般会計補正予算（第３号）につきましてと、もし宜しければ次の４番

の企画政策課所管分も一緒に説明させていただいてよろしいですか。 

 

○池下委員長  

 よろしいです。 

 

○まちづくりＧ主査  

それでは③番の令和元年度一般会計補正予算（第３号）と④番の令和元年度一般会計補正予算

（企画政策課所管分）を説明させていただきます。まず４ページをお開きください。今回の補正
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につきましては、歳入歳出それぞれ１億１千 915 万円を追加いたしまして、予算の総額を 50

億 572万２千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

の補正にかかる事業について掲載をいたしております。 

はじめに、歳出の補正内容から御説明を申し上げます。まず総務費でございます。ＪＲ関連対

策事業につきましては、ＪＲ北海道に対する支援負担金といたしまして 100万円、情報通信機

器更新事業につきましては、インターネット環境を構成する機器の更新といたしまして 154万

円。緑温泉修繕事業につきましては、緑の湯の温泉ポンプの取り替え修繕に、628 万１千円、

総務費の合計といたしまして 882万１千円を計上いたしております。 

続きまして民生費でございます。子ども子育て支援対策事業につきましては、10月からの幼

児教育、保育無償化を実施するための経費といたしまして、給食費の補助と、幼稚園の利用給付

費と負わせて 937万７千円を計上いたしております。幼稚園の利用給付費の負担割合は国が２

分の１、道が４分の１、町が４分の１となってございまして、財源といたしまして、国庫負担金

が 376万２千円、道補助金が 188万１千円を歳入の方に計上いたしております。 

次に、障害者生活支援事務事業につきましては、障害者福祉システムの改修に 92万７千円、

障害者自立支援過年度返納金事業は過年度の返納金として 63 万８千円、老人福祉施設入所者

措置事業につきましては入所者の措置費の扶助に 224万５千円、介護特会給付費繰出金事業に

17万９千円、児童手当支給事業及び子ども子育て支援交付金事業につきましては、どちらも過

年度の返納金といたしまして、それぞれ 13万６千円と 11万９千円を計上いたしております。

民生費の合計で１千 362万１千円を計上いたしております。 

 続きまして、衛生費でございますが、養育医療費扶助事業につきましては過年度の返納金とい

たしまして７万１千円、農業集落排水事業特別会計繰出金事業は 74万５千円の減、介護老人保

健施設厨房設備更新事業に 124万９千円、衛生費の合計で 57万５千円を計上いたしておりま

す。 

続きまして、農林水産業費でございますが、産地パワーアップ補助事業につきましては、ＧＰ

Ｓ自動操舵システムの追加導入の73台分の支援といたしまして８千185万８千円を計上いた

します。なお、その全額が道補助金からの間接補助となってございます。 

次に、焼酎事業特別会計繰出金事業に 89万５千円、農林水産業費合計で８千 275万３千円

を計上いたしております。 

 続きまして、商工費でございますが、ポイントカードシステム行政連携事業につきましては、

商工会のポイントカードへの行政連携ポイントの付与を行うもので 31 万８千円、清里共通ポ

イントカード事業につきましては、商工会のポイントカード再稼働のためのシステム構築に対す

る支援として１千 276 万９千円、商工費の合計といたしまして１千 308 万７千円を計上いた

しております。 

 次に、教育費でございますが、小中学校の教員の勤怠管理事業といたしまして、教職員の勤怠

管理を実施するためのシステム導入費に小学校が 14 万７千円、中学校が 14 万６千円をそれ

ぞれ計上いたします。教育費の合計は 29万３千円となってございます。 

 続きまして、歳入をご説明いたします。一番上段、まず地方特例交付金につきましては、幼児

教育に対する無償化にかかる臨時交付金といたしまして１千 38万１千円を計上いたします。  

次に、地方交付税につきましては、今回の補正予算にかかる一般財源分といたしまして２千

684 万７千円を計上いたします。分担金及び負担金につきましては、幼児教育保育無償化に伴
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い、保育料負担金を減額するもので、850万円の減となってございます。 

国庫支出金につきましては、低所得者介護保険料軽減国庫負担金が 136万５千円、子どもの

ための教育保育給付費負担金が３76万２千円、地域生活支援事業費補助金が 76万７千円とな

ってございます。 

 道支出金につきましては、低所得者介護保険料軽減道負担金が 68万３千円、子どものための

教育・保育給付費負担金が 188 万１千円、産地パワーアップ事業補助金が８千 185 万８千円

となってございます。 

諸収入につきましては、障害者自立支援給付費負担金の過年度追加交付金といたしまして、

10 万６千円を計上いたしております。歳入歳出の補正額はそれぞれ１億１千 915 万円となり

まして、補正後の予算額は 50億５千 729万２千円となります。 

 続きまして、５ページをご覧ください。債務負担行為の補正について、ご説明をいたします。

この補正につきましては、斜網地域における脳血管疾患にかかる医療体制の整備に伴い、協定書

の締結が必要となるために債務負担行為を設定するものでございます。まず上段、網走厚生病院

脳神経外科医療体制整備にかかる医療機器・備品等整備事業でございますが、脳神経科の開設に

必要となる機器などの整備に伴う費用負担分といたしまして、令和元年度から２年度の２年間で

設定をいたします。 

続きまして、下段の網走厚生病院脳神経外科医療体制整備にかかる財政支援負担事業でござい

ますが、脳神経科の運営に伴う収支実績の損失金で財政支援が必要な額といたしまして、令和元

年度から 11 年度までの 11 年間で設定いたします。なお、１市４町の負担割合につきまして

は、従前の医療に関する負担金の算定方法や脳血管疾患患者の搬送実績を踏まえて決定されるこ

ととなってございます。 

続きまして、６ページには、今回の補正予算の概要で 100万円以上のものについて記載して

ございます。このあと、各課よりそれぞれの事業の詳細につきまして説明がございますので、こ

こでは省略させていただきます。 

 私からは④番の企画政策課所管分の補正にかかる概要を説明させていただきます。７ページを

ご覧ください。２款総務費のＪＲ関連対策事業でございますが、ＪＲ北海道に対し緊急的かつ臨

時的な地域独自の支援として、北海道と沿線市町村等が一体となって、ＪＲ北海道に年間２億円

の支援を行うものでございます。北海道が７割、沿線市町村が３割を負担し、うち釧網線にかか

る沿線市町村の負担額が 900 万円、そのうち清里町分の負担額といたしまして 100 万円を計

上するものでございます。財源は全額一般財源となってございます。 

 次に、２段目、６款商工費の清里共通ポイントカード事業でございますが、商工会ポイントカ

ードの再稼働のためのシステム構築に対し、支援するものでございます。ポイントカードの全体

事業費といたしましては、３千 188万１千円でございますが、そのうち経済産業省の補助金と

して１千 809 万６千円と、商工会の自己財源の 101 万６千円を控除いたしました残りの１千

276万９千円を商工会へ補助いたします。財源は、全額一般財源となってございます。下の段、

ポイントカードシステム行政連携事業でございますが、町で実施の事業への住民参加などの誘い

込みの手法といたしまして、清里町商工会ポイントカードへ行政連携ポイントの付与を行うもの

でございます。こちら 31万８千円を計上いたします。財源は、全額一般財源となってございま

す。以上が令和元年度一般会計補正予算（第３号）の概要でございます。以上で説明を終わりま

す。 
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○池下委員長  

 ただいま担当より令和元年度一般会計補正予算（第３号）と、企画政策課所管分が説明されま

した。何か質問があればお受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員  

 １点目、原課からの説明はあると思いますけれども債務負担行為の関係で、医療機器・備品等

整備の関係は、期間設定が令和元年度から令和２年度という形になっている前提で現在の説明で

は今年度中に脳外の方は開設していくという前提にたった時の、備品の整備は、２年度まで引っ

張るという形の中での調整が行われていると理解して良いのか。元年度中に執行されるべき話な

のか、その辺の確認は予算計上上、原課と調整されて今回、予算計上されるのか確認をさせてい

ただきたい。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 本町におきましては、今の御質問でございますけども、機器の整備につきましては、元年度、

１年間単年度というふうに考えてございますが１市４町の協定に基づくものでございまして、他

の町村では元年度か２年度かわからない部分が、まだ確定していない部分がありますので、全体

的に確定していない部分があるということで、今回２年間の債務負担ということで提案させてい

ただ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  

 状況については了解を。原課で説明がありましたから良いと思いますけども、当然、元年度中

に開設前提というのは、機器の整備が終わるという前提という今までの説明かなと理解をしてい

たんですけれども、その辺については他の市町村がもう既に定例会で承知をされて、すでに網走

では上程されているという話もありますけれども、具体的に原課に確認した方がよろしいという

ことですね。掴みきれていないということですね。 

 

○池下委員長  

 今の質問については、我が町だけのことではなくて他の町のこともありますので、そこはもう

原課との中で再質問ということで聞いていただければと思いますが、それでよろしいですか。他

に、ありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

 既に常任委員会に今年度の普通交付税の算定結果が報告されているわけですけれども、最終的

に今回も一般財源の調整の中で財源調整で地方交付税、普通交付税の財源の補正は、計上されて



‐8‐ 

 

いるわけなんですけれども、全体的に最終設計整理は３月まで持っていくという考え方なのか、

それともある一定の今後 12 月で臨時費等の一般財源として充当するという、そういった遊び

の中で行っているのかという具体的に言うと、普通交付税の算定が既に 23億、当初予算の計上

が 21 億５千万という形の中で１億８千万が浮いているといわけなんで、基本的な考え方とし

ては、財政調整基金だとか目的に追増しをして確定段階で補正をするという考え方が、まず基本

的にはあると思うんですけど、これは財政の基本的な考え方、もう一方では、全般的な大型事業

等が年度内にまだ調整されるべきものがあるから、12 月ぐらいまでは置いていくという考え

方、２つの運用も手法論があると思うんですけども、その辺をどのように整理されて今回は全額

をすでに算定事務が終わってやはりフレームが決まっている中において、整理されなかったの

か、理由を御説明いただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 ただいまの普通交付税の考え方でございます。今、委員おっしゃったとおりですね。令和元年

度の歳入見込みが 23 億ちょっとということでありまして、留保財源が１億３千万ほどという

ことで、今お話があったということでございます。例年と同じでございますが、今後また出た場

合も、大型事業等の対応等も含めましては 12月、また今後のそれに基づいて当然のことに残っ

た部分については基金に積むというようなことを含めまして、今後まだ不確定な部分があるとい

うことで今の段階ではですね、今回はまだ留保財源として１億３千万ほど残しているということ

で、御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 一定の財源調整上の関係で、一般財源として地方交付税を引っ張るというのは当然理解してい

るところですが、ただ、３月まで引っ張って一般財源の財源、特定財源、一般財源含めた調整で、

残額を基金に積んでいくという手法は極めて不適切だというふうに、これは財政法上の話なので

その辺の運用の仕方については、12月定例会等の処置も含めて処理の仕方、補正の仕方、等に

ついてしっかりともう１回検討していただきたい。このように考えておりますので、そういった

考え方についてもう１度具体的な答弁を求めたいと思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

まだ具体的な部分については未定な部分はありますけれども、今後、今言われたことも含めま

して 12 月の補正の中で、また今後どのような形で普通交付税について運用していくかについ



‐9‐ 

 

ては十分精査しながら今後の財政計画、補正も含めて検討し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。 

 

○池下委員長  

 いいですか。 

 

○古谷委員  

 特別交付税については３月算定があるので十分そういった形だと思うんですけど、ただ普通交

付税そのものをずっと引っ張って３月最後、財源の入れ替えするという手法については、緊急性

だとか町民の皆さんの生活支援とか色々な部分で事業がなければいいんですけれども、本来的に

はきちんと一般財源として緊急性のあるものや、保留されて事業が先送りされるものについて適

切に財政出動して、地域の活性化とか生活の安全をきちんと担保していくというのが本来のあり

方であると思いますので、その辺課題がないのかどうか、積み残しがないのかそういったものを

きちんと精査して、ある意味ではそういった事業を必要性、緊急性があるものについては速やか

に今言った浮いている１億３千万から８千万円を浮かしていると思うんです。普通交付税で。そ

ういったものをきちんと財政出動して、地域の生活や経済を支えるという財政出動の考え方をも

う１回整理を是非していただく必要があると思いますが、再度その辺について財政担当課長とし

ての見解を求めたいと思います。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 ただいま御質問、ご意見でございますが、当然今後予想されるもの、中には緊急的なもの、ま

た積み残すものがあるかもしません。それはまた精査しながら、どういう形でこの普通交付税を

財源として活用できるかも含めて今後、また活用の方法も、また基金に基金の積み立ての方もあ

りますけども、それら総合的に財政出動については今後検討してまいりたいと考えてございま

す。 

 

○池下委員長  

 今の質問ですけども、３月ぎりぎりということじゃなくて、やはり 12月ぐらいまでに予定を

しっかりと立てた上で、やっていただければというふうに思います。他に、ありませんか。よろ

しいですか。 

 

○池下委員長  

それでは⑤番、神の子池の整備関係について説明お願いいたします。担当。 

 

○地域振興Ｇ主査  

 それでは私の方から⑤神の子池整備関係について説明させていただきます。８ページをご覧く

ださい。 
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１、観光地整備基本計画にも基づく整備について（１）神の子池管理棟トイレ及び駐車場につ

いて説明いたします。前回の当委員会の中で御指摘を受けまして、南部森林管理所と再度協議を

行いました。協議内容につきましては、９ページに掲載されております当初計画していた神の子

池から約 600ｍ駐車場と管理棟とトイレを一体として離す案について、管理棟とトイレは基礎

を打つ整備はできないかと指摘を受けたことから、手法として束石の上に管理棟とトイレを設置

することについて再協議してまいりました。（２）再協議に基づく整備についてですが、協議の

結果、束石については、設置することが可能であると回答を得たことから、場所については当初

予定しておりました駐車場とトイレ、管理棟が隣接した位置で計画を進めていきたいと思ってい

ます。トイレについては、ユニットタイプであることから、前回委員会で報告いたしましたトワ

イレを設置し、管理棟については、プレハブや簡易なログハウスなどで検討していきたいと思っ

ております。 

２番、園路整備についてですが、前回の委員会で説明させていただきました９月補正に計上し

たいと説明させていただきましたが、前段でお話しました管理棟トイレ、駐車場について十分な

協議とあわせて園路整備を行いたいと考え、９月補正は見送り再度時期を見て、予算計上させて

いただきます。あと、北海道に要望しておりました神の子池道道入口の停車帯についてですが北

海道より情報提供があり、９月に入札、11月頃には完成する予定です。設置場所ですが、中標

津から緑に行く側の緑側に設置されます。以上で、私の方から神の子池整備の説明を終わらせて

いただきます。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 ただいま担当よりご説明いたしました神の子池の整備の関係でございますけども、私の方から

も重複する部分多々あると思いますが、経過を含めて御説明させていただきたいと存じます。先

の８月 28 日の常任委員会におきまして、神の子池整備事業につきまして、各委員の皆様から

様々な御意見、それから御指摘等を受けたところでございます。１番の問題、御指摘の事項につ

きましては当初、整備を予定しておりました神の子池から 600メートル離れた位置に駐車場、

トイレ管理棟を一体的に整備する計画だったのがなぜ、一体的ではなく駐車場とトイレ、管理棟

が 60メートル離れた計画の提案がなされたのかということでございました。 

この整備に当たりましては、観光推進委員会にも御意見をいただきながら、従来の駐車場では

一見短く、ある意味では、池の魅力を損なっていることから池を向かう林道に駐車場を整備する

ことも検討しまして、当初は５つの候補地の中から徒歩でのアクセスの距離ですとか一帯の魅力

を伝えること等も踏まえまして、600 メートル離れた場所の案、計画が最適ということをした

ところでございます。観光推進委員会の構成員には南部森林管理所の方にも参画いただきまし

て、駐車場とあわせましてトイレ棟の整備についても検討し、保安林内であることを踏まえて御

意見をいただき、度重なる協議を南部森林管理所と協議を進めていまして、結果として当初お示

しした一体的な整備計画を見出したところでございます。そのこともありまして、また、５月の

口頭でも町民の方に周知をしたところでございます。それが南部森林管理所の具体的な協議を進

めていく上で、保安林の中では建物の設置は困難との見解が出されまして、本町としましては、
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それについては、当初、協議していたのとは違うということで受け入れがたいということで再協

議のお願いしたところでございますけども、結果、地盤の固定する施設は不可能、駄目というよ

うな結果になったところでございます。それを踏まえまして、これまでの経過により、やむを得

ず神の子池の駐車場とトイレ棟が約 60ｍほど離れてしまうわけでございますけども離れてし

まって管理運営手法の検討は必要となりますけども、先に提案しました離れてしまう案を提案し

たというところでございます。その案に対しまして、先程も言いましたが委員会で御意見、ご指

摘等をいただいたということでありまして、また町としましても駐車場に隣接して管理棟トイレ

につきましては整備されることが理想と考えていたということがありましたので、委員会後に、

一体的に整備できる手法等がないか理事者も含めまして再検討し、次の日また電話等でも南部管

理所に出向きまして一体的にできる手法と、どういう方策、内容が可能かということで話し合

い、協議をもちまして先ほど担当の方からも御説明いたしましたけど、束石等なら整備可能とい

う回答を得たということでございます。そういうことで、当初予定の駐車場とトイレの管理棟が

隣接した位置で計画を進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。 

また、園路の整備の関係でございますけども、前回の委員会で整備案をお示ししまして９月の

定例会におきまして、実施設計の補正予算を計上したいというところで提案させていただきまし

たが、担当からの説明のとおり今後、また協議、計画の確認、調整が必要と判断しまして補正予

算につきましては、今回見送る事とさせていただきました。ただ、園路の整備につきましては、

やはり利用者が神の子池、並びに周辺一帯を、周辺の自然景観を満喫できるものとしてはやはり

必要なものというふうに考えておりますので、改めて協議、説明させていただきたいというふう

に思っているところでございます。今回また一部、二転三転して戻ってしまうということで、今

後補助金を含めまして最大限取れるような努力も必要かなというふうに思っているところでご

ざいまして、まだ補助金についてはまだ未確定な部分がございますが、その辺も進めていかなけ

ればと思っております。 

いずれにしましても、今回の提案説明に当たり、先の委員会も含めてでございますけども、ほ

んとに二転三転してしまったこと、説明提案の仕方につきまして本当に反省をしているところで

ございます。議会をはじめ、協議交渉となる今回であれば南部森林管理所、また環境省も含めま

してでございますけれども、また観光推進委員会も含めて丁寧、慎重なる説明なり協議を進めて

いく必要があるのかなというふうに思っているところでありまして、今後そうしていきたいとい

うふうに思っているところでございます。清里町を代表する観光地となりました神の子池、これ

の魅力を今後も維持し、またさらには魅力を発信できるよう整備の方を進めていければなという

ふうに思っておりますので、御理解いただきたいというふうに存じます。以上で説明終わりま

す。 

 

○池下委員長  

 ただいま担当と課長によりまして、神の子池の整備関係について説明がありました。委員の

方、御質問があればお受けしたいと思います。 

 

○池下委員長  

 堀川副委員長。 
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〇堀川副委員長 

 前回から変更になって駐車場と管理棟トイレが隣接するところに計画が戻るということで、ち

ょっと安心しているところです。ちょっと細かい話になりますけども、トワイレ、トイレについ

ては前回説明があったトワイレというタイプのトイレを使うということで、先程説明があったん

ですけども、前回気になった点、ソーラー発電の設備があるけれども、ソーラー発電ができるか

どうかわからないので発電機も併設するということで、そうなれば騒音の問題ですとか色々な問

題が生じてくる可能性があるということでその辺を心配することなんですけども、そこに対する

考え方が１点と、あとトワイレの前回カラー写真つきのデザインで提示があったわけですけど

も、このままのデザインでいくと環境になじまない、かなり派手なデザインですけれども、その

辺の考え方についてお伺いしたいんですけれども。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○地域振興Ｇ主査  

 発電機については、専用のタイプのものを使用して、音が出ないような加工をしようと思って

います。基本的には発電機と蓄電池が備わっておりますので、前回もお話したとおり、補助電源

という形になりますので、基本的にはずっと使うイメージではなくて、電力がなくなっている状

況とか、朝１時間、２時間の実際動いてみないとわからないですが、基本的には補助電源という

形で考えております。トワイレの方のデザインの関係ですけども、こちらについては、色味関係

とかも変えられますので、このデザインがそのままというイメージではありませんので、あと

は、木目を羽織るということも有りなのかなと思うんですけど、今後、詰めていきたいと思って

おります。 

 

○堀川副委員長  

 わかりました。ぜひ環境に配慮した、騒音とかトイレのデザインも工夫していただきたいなと

思います。あと、もう１点なんですけども、この散策路については、今回提案しないということ

ですけれども、今後の予定について、できればなるべく早い時点で手をつけていくべきなんだろ

うなというふうに思っているんですけども、その辺の計画について説明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  

 園路の関係でございますが、やはり先ほどもちょっと説明をいたしましたが、神の子池、周辺

の魅力をまた今後さらに発信していく中では、周辺の自然景観を十分満喫してもらうような方策

が必要かなというふうに思っておりまして、当然今の林道ではなく川側といいますか、そちらの

方の園路についても十分に検討して魅力を図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。いずれにしましても、今回、駐車場、トイレ、管理棟整備するわけでございますので、
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遅れないように、そこから歩くことになりますので、神の子池までの園路、そこまでの部分につ

いても、なるべく早い段階で整備が進めるよう、それらについても協議しなければならないと思

っておりますけど、その辺十分に進めていきたいというふうに考えてございます。 

 

○堀川副委員長  

もう１点なんですけども、入り口の道道整備の関係ですけども、どのぐらいの大きさの駐車場

ができるのか何台ぐらい車が停まれるのか、わかっていたら教え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  

 ただいまのご質問、北海道が整備していただける道道からの入口といいますか、停車帯でござ

いますけども今現在、停車帯につきましては、幅が 2.5メートル、長さにつきましては、43メ

ートルでございます。大体、車４台ないし大型バスについても対応可能というふうに考えてござ

いまして、今回北海道の方で決まったということで、北海道の方から連絡がありまして今後進め

ていただくような形になってございます。 

 

○堀川副委員長  

 わかりました。 

 

○池下委員長  

 いいですか。岡本委員。 

 

○岡本委員  

 前回も質問させていただいたんですけども、体の不自由な方へのということで、前までの駐車

場の利活用と言いますか、そういうようなことは考えていかれるんでしょうか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 前回の委員会の中でも、体の不自由方、また障害者の方についての配慮はというような御質問

がございました。今回、提案しました駐車場と比較すると、現在の駐車場とは位置が離れてしま

って、そこが本当に最大の課題というかデメリットとも一部は考えてございます。当初は、既存

の駐車場の利用ということも検討しておりましたが、やはり歩行者との降車等、車との柵等の安

全上の関係とかありまして、今のところまだどうするかということで、なかなか難しいのかなと

いうふうに思っております。現在の林道を活用して既存林道の中で、例えばある程度の幅を整備

して進めるとか、その辺の体の不自由な方については、また今後の課題というふうに捉えており

まして今のところについては、既存の駐車場ではなくて、今回提案された中で進めていきたいと
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考えておりますが、色んな面で今後また御指摘の部分もございますので、十分その辺もどういう

形が対応できるかも含めて、総合的に考えていきたいというふうに思ってございます。 

 

○池下委員長  

 岡本委員。 

 

○岡本委員  

 何とか計画を進めていっていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 まだ先程言ったとおり、どういった形で配慮できるかという今後の大きな課題として捉えたい

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  

 いいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

 今回、色々と内部的な協議をしっかりと進めていただいたり、また関係機関と協議を進めても

う１回調整して進めていった部分については評価をしていきたいと思いますし、今後そういった

形の中で慎重に調整機能をしっかり行政自身が果たす中で進めていただきたいというふうに思

います。ただ、どうしてもこの事業だけじゃないんですけれども、一般質問させていただいたり、

色々な経過の中でいくと、事業そのものの進め方とか方向性とか、有り様を総点検していく必要

があるのではないか、こういった新しい事業をやっていく形のマスタービジョンがまずあって、

さらに今回の事業でいきますと、これに対して調査をやっているわけでして、さらに基本設計を

やってさらに実施設計やってという３段、４段になってきて、それを年次プロットをどうやって

いくかという全体的なこの事業に対する計画というものが示されてないんですよね、全体の。個

別的なものは今言ったように調査やりますとか基本設計をやりますとかトイレの基本設計やり

ますとかって言いますけども、全体的なそういったものが具体的に何年次にどういった形でやる

のか構想をそういったものは示されてこない。 

それからもう１つは調査やった段階で、今回も基本設計やっていますけれども、そこでの結果

というものを示されない中で実施設計といった形がどんどんどんどん行くという、そういった事

業の組み立てのあり方をみたいのを、もう１回、しっかりと見直す必要があるのではないのかな

と強く感じます。そういったものを、さらにもっと言えばこの整備によって、今度、管理運営の

話で６月の予算の中でさせていただいても、それが全く１つも見えてない。管理運営の手法やど

ういった人的配置になったりとか経費だとか、そう言ったものは全く出てこない。事業全体の個

別的な整備は計画で出てくるけれども、それをどのような形で全体計画としてプロットしてどう

いった課題があってどういった形で解決していくといったことでそこで調査を入れたり、基本設
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計を入れたり、実施設計をいれたり、そういった過程の形でしっかり整理されていない中で明示

だけされていくというのは非常に危険なあり方で、これは従来ともそういう形ではなくして、し

っかりそういった形の全体像をプロットした中において、課題等の整理を行い、将来にわたる運

営管理についてもどういう形になっていくのか、それは財政的負担だけではなくして、地域雇用

の関係だとか観光振興に関する波及的効果がどういったものかと数量的にきちんとやっている

ということが当たり前の世界になっているという形で、そういったことを、今後、総合戦略を含

めて、まだまだ観光には投資していこうという町の方針だと思いますので、その辺もう１回観光

推進委員会だけではなくして、どういう形の中でそういったものをしっかりと議論する場が必要

なのかということも併せてもう１回この際、先ほど副委員長からは早く園路の整備っていいます

けれども、そういった課題は全部置き去りにしていくっていうことは、非常に他の事業も含めて

問題を抱えているというふうに私自身は強く、この５月から委員に参加しながら行政当局の説明

を受けながら感じるところなので、もう１回事業の組み立ての根本的なあり方、そこを総点検し

ていただきたい。これは申し訳ないけれども、緑の活性化においても同じことが同じようなこと

を繰り返し、繰り返し、さらに今回、商店の関係で、ポイントカードを入れていくという展開に

おいてもしっかりと町民そして個店の皆さんにしっかりとフィードバックできる中身になって

いくためにも、やはりそういったことがきちんともう１回事業展開において、されていかなけれ

ばいけない時に強く、今回の事案を通じて感じておりますのでそういった方向性について、事務

責任者として課長の見解があればお聞かせ願いたいと思います。 

 

○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でございます。事業を進める上では、全体的な計画を把握

した中で進めていくのが当然かというふうに思います。また一面では早期に進めていなければな

らないものもございます。いずれにしましても、今後、神の子池、今回の関係またその他の事業

等も含めてでございますけれども、どのような形で事業の全体像を把握しながら本当に事業をど

ういうふうに組んでいくかということも含めまして、どこまでできるかわかりませんけど、その

辺ですね。もう一度どういう形が望ましいか、また再度内部の中で総点検といいますか、どうい

う形が本当に今後、事業を進めていく中でふさわしいかということを検討してまいりたいと思い

ますし、事業を進める中では慎重に、ある意味、大胆に進めなければいけない場合があるかもし

れませんが、その辺、もう一度今言われたことも参酌しながら今後事業の推進にあたっては取り

組んでいきたいというふうに考えてございます。 

 

○古谷委員  

 了解しました。 

 

○池下委員長  

 他に、ありませんか。他、なければ伊藤議員が質問したいということです。認めます。 
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○伊藤議員  

 今、古谷委員の方からも色々と言われていたんですが、私も似たような感覚を持っているんで

すが、まず一点確認させていただきたいんですけど、去年この話を最初に進めて色々なプランが

あって、進めて行く中で先ほど岡本委員からもあったように、身障者の関係の話が出ていたんで

すよね。車椅子の対応とかどうするんですかという話があった中で、それも含めてやっぱり進め

ていくべきところかなと私は、認識していたものですから、今岡本委員からの質問といいます

か、今後の課題として考えていきますという課長からの答弁だったんですけども、本来であれば

これを最終的に進めていくにあたって、そこの部分、今後じゃ駄目なんですよね。同時に進めて

いかなかったら駄目な案件だったのに、まずここだけやっていこう、先ほど古谷委員もおっしゃ

っていましたけども、そういうやり方になると、継ぎはぎ状態になって、途中からはこんな問題

も出てきてしまったとかってぐちゃぐちゃだなと今回正直思ってるんですよね。そういう部分で

色んな考え方はあるんでしょうけど、僕も全体の事業のプランといいますか。同時に全部進めな

ければいけないことを、なぜ１個１個分けてあとから考えていきます。今後の課題に検討してい

きますというのがすごく多すぎてこれだとやっつけ感というか事業にも見えてしまうんですよ

ね。その辺もう１回どのぐらい真剣に考えるのかと答弁いただきたいと思うんですけれども。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 ただいまの伊藤議員からの御質問の関係でございます。当初から出ていた障がい者、不自由な

方の配慮の関係、私どもは過去の顛末、記録等を見ますとそれについても検討ということで載っ

てございました。先ほども、若干でございますが、触れましたけども、現状、駐車場が離れると

いうことで、その辺を課題だということは出ていた部分でございます。車椅子の方が、例えば自

力でアクセスすることはなかなか現状では難しいというふうに考えておりまして、既存の林道の

狭い幅でも介助しやすい平坦な通路等ができないかというような課題もあるのかなというふう

に認識しているところでございます。それらについても、今後実施設計の中で、そういうような

部分も含めてトイレの部分については検討していきたいというふうに思っております。その部

分、体の不自由な方についても当然色んな方に来て欲しいというのは当然考えておりますので、

その辺どこまでできるかというのは、これからの検討というふうになってしまって申し訳ない部

分があるんですけれども、十分にある程度できる部分については配慮をしていかなきゃならない

というふうには真剣に考えるところでございますので、ご理解いただければというふうに思いま

す。 

 

○池下委員長  

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

 交流人口の関係で色んな人に来てもらうことがまずメインで、その中で環境をいかに守ってい

くかということもある意味で矛盾した話ですけれども、それに対してみなさん頑張らなければい
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けないし、頑張っていってくれているなと思っています。ただ、正直、何回もしつこく言います

けど身障者のそういうことができない、トイレよりそっちの方が大事だと僕は思うんです。前か

ら言っていますけど、これも僕の主観ですけれども、あれだけ荒れ果てたトイレなら壊してしま

えと、昔乱暴なことを言いましたけれども、それよりも身障者の方、車椅子だけじゃないです。

色々な方がいるんですが、行きたいと思った時に行ける場所にするということが大事だなと思っ

ていまして、その中で１点確認させていただきたいんですけど、今回のこの計画なんですが、先

ほど来出てきた観光推進委員会の方々もメンバーに入る観光推進委員会がこれを考えたのか、そ

の観光推進委員会の方も含めた何か違う団体がこういうことを計画したのかまず、そこを確認し

たいと思いますけど。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 今回の計画案でございますけど、町からの提案に基づきまして、観光推進委員会の中でも審議

してもらったという結果でございます。 

 

○池下委員長  

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 神の子池の駐車場の移転の関係ですけど、観光推進委員会の意見が主になってるんですか。そ

れとも観光推進委員会に企画政策の人が何人かが行って、話し合っているものなのか、それとも

町からのこういうことを考えているんですと言って、観光推進委員会の皆さん、ちょっとアドバ

イスお願いしますといった形だったのか、どういった形だったのか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 観光推進委員会には町からの複数案を提案させていただきまして、その推進委員会も職員につ

いては出席させていただきまして、その案について説明する中、色んな委員からの御意見等もい

ただきながら、今回このような案ということで進めさせていただきたくということでご理解いた

だきたいと思っております。 

 

○池下委員長  

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 ということは、町の企画政策課と観光推進委員会の意見、それ以外の意見というのはなかった
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んでしょうか。聴取していないという捉え方でよろしいですか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 基本的に今言った通り、町からの案、それから観光推進委員会、また昨年の基本設計の段階で

常任委員会の方にも提案しながらということで、そういう形で今回進めてきたということでご理

解いただければというふうに思います。 

 

○池下委員長  

 伊藤議員。 

 

〇伊藤議員  

 ちなみにこの観光推進委員会って何人くらいで、メンバー構成は教えていただけるものなんで

すか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 観光振興計画の推進委員会のメンバーにつきましては、11名ということで、それ以外にまた

環境省の方、南部森林管理所の方もオブザーバーとして参画いただく中で構成をしてございま

す。メンバー構成でいきますと、観光協会の方、商店の方、商工会の方、一般の方も参画いただ

きながら構成をしているということころでございます。 

 

○池下委員長  

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

 提出とかじゃなくていいんですけど、後から見せてくださいと言ったらメンバー表は見せても

らえるものなんですか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長 

 可能です。委員会のメンバーについては。 

 

○池下委員長  
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 伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

 先ほど、古谷委員もおっしゃっていたんですけども、もちろん一般の方も入っておられると言

いますし、少し安心と言ったら上から目線じゃないですけど、１つ怖いのは、環境保護、逆にそ

れだけに目を向けてやってしまうと、ちぐはぐが出てきてしまう気がするんですよね。だから、

本当に色んな角度から、この１つの環境保護に関しても、観光の方だけではなく、色んな方面か

らの目というか、ということも大事だなと思って、今説明の中でもあったんで、ただ一般の方が

少し偏った方かもしれない、それはわからないですけど、そういうのも含めて後からちょっと見

させていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長  

 他、いいですか。私の方からも。実は、この案件というのは６月の先の定例議会の補正予算の

中で、実施設計予算としてトイレが 202 万円、駐車場が 495 万円で通っている案件にも関わ

らず、こういうふうに前回の委員会でもそうでしたが、全く実施設計出された時とは違う案件で

出てきたってことが浮彫になったわけで、これはなぜこういうふうになっているかと、全体的に

先ほど古谷委員も言っていましたけど、全体的なものがしっかりとでき上がっていないにも関わ

らず、予算だけを通してしまおうというところが浮き彫りになったなというふうに思います。 

企画政策課だけの問題じゃありませんけども、こういうところも、しっかりちゃんとしたグラ

ンドビジョンを持った中で進めていかないと、今後もこういうことにならないようにしていただ

きたい。それと、神の子池の問題ですけれども、こういうふうに環境の問題とか取り沙汰されて、

こういうふうに色んな意見も出ていますけれども、やはり一番問題なのは環境もそうですけど

も、８万人来ていた方々、こういうふうに中途半端な整備をすることによって、激減してその観

光客がよそから来る人達が５万人になり、３万人になるというふうに減っていくということが恐

ろしいわけですよ。うちの目玉として、神の子池、さくらの滝、色々とありますけれども、裏摩

周を含めてあのエリアというのはうちの観光の財産でありますので、来てくれる方が満足して帰

らないようなそういった観光地になっていかないように行政だけでなく、やはり我々議会もしっ

かりとした意見を言いながら、行政が間違った方向に行かないように、しっかりとやっていきた

いというふうに私も思います。行政側もしっかりとその辺を踏まえて、今後も取り組んでいただ

きたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

それでは、次、清里町の交通支援策について説明をよろしくお願いいたます。担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査  

 それでは、企画政策課案件６点目の清里町交通支援策について御説明させていただきますが、

まず初めに、清里町の交通支援策、これを考える上での背景などについて触れさせていただきた

いと思います。これまでも様々な御意見をいただいております通り、全国的にも自家用車の普

及、これによりしまして、鉄道、バスの利用者が減少しまして清里町におきましても、この近年

に減便ですとか、路線廃止、このような状況になっているところです。地域住民が生活を営む上
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で、公共交通の部分、移動手段はかかせないものでありますけれども、時代の変化とともに自家

用車に頼った生活、人口減少、高齢社会の進展、そのようなことで公共交通を取り巻く環境が厳

しく増しているのかなというところです。また、高齢の運転者交通事故対策、運転免許の自主返

納、自家用車の運転だけでは、これまで通りの生活が難しくなる方がさらに増えるかなというふ

うにも考えております。様々な交通体系の事例も参考にしながら清里町の地域交通のあり方、全

般について調査・検討をしているところでございます。しかし、その一方で、既に日常生活に必

要な交通手段に対する支援、もうそのような支援が必要な住民がいることも事実でございますの

で、全体的な計画がない中で個別の事業を進めるのはどうなのか、色々と御指摘も受けるところ

もあると思いますが、ここは住民の生活に直結する事業ということで全体的な検討と同時に、現

状における交通支援策、これを早急に講じていきたいというふうに考えております。今回、その

１つとして、この常任委員会でご説明させていただきますので、前段の部分ご了承いただければ

と思います。それでは、企画政策課資料 10ページをご覧ください。まず、目的でございますが、

先ほど全体的な背景ということで説明させていただきましたとおり、公共交通の減少、運転免許

証の返納、こういったことで交通手段の確保に困難を生じる高齢者等が増加する傾向にあります

ので、関係交通事業者と連携しまして、日常生活に必要な交通手段これを確保したいと考えてお

ります。また、これによりまして外出する機会を促しまして、町内にある店舗の利用促進、賑わ

いの創出、健康増進、このようなことも図られるのかなと考えているところでございます。現在、

検討している支援内容でございますが、大まかには、ハイヤーを利用して、町内を移動した際に

利用できる助成券の交付、こちらを考えているところでございます。 

また、対象者でございますが、清里町在住の交通支援が必要な方といたしまして、高齢者等と

いうところで、まずは想定をしているところです。開始時期といたしましては、令和２年４月１

日から開始したいというふうに考えているところでございます。今後のスケジュールでございま

すけれども、本委員会などでの御意見も参考にしながら、具体的な支援内容等を整備いたしまし

て、実施要綱、予算案につきましても改めて今後の委員会にてご提案させていただきたいと存じ

ます。 

なお、令和２年４月１日開始ということで進めますと、助成券の印刷のなど必要な事前経費と

いうのも出てくるのかなというふうに思っております。必要な部分につきましては、必要に応じ

まして提案させていただきたいと考えてございます。以上、今回お示しさせていただきました清

里町交通支援策の概要でございますけれども、私の方からの説明は以上でございます。 

 

○池下委員長  

 ただいま担当より清里町交通支援策ということについて、説明がありました。これはあくまで

も来年の春からということを想定しておりますので、今後やりますよということなので、皆さん

から色んな意見を出してもらった上で参考にしていきながら良いものをつくっていきたいとい

うものであろうかと思いますので、色々と意見を言っていただきたい、質問もしていただきたい

というふうに思います。古谷委員。 

 

〇古谷委員 

 ６月に一般質問をさせていただいた経過も含めて、まず最初に確認したいのは、今の担当の新

輪総括主査の方から制度全体については、まだ積み残しだという形で、これはある一定の実生
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活、今、現実に困っている方に対応する緊急的な対策という形の押さえ方で良いのかどうか。根

本的な制度設計については町長の町政執行方針、６月定例会で年度内に全体的な制度設計をする

というその前提に立って緊急的なものについては４月１日から運用するために、今般委員会に説

明されたそういった２段構えの理解で良いのかまず確認させてください。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御質問でございますけど、先ほど担当からも説明いたしました、この交通支援策で

ございますけども、背景については先ほど説明したとおりでございまして、まずは当然全体的な

地域交通の施策については必要と感じてございますけども、今現在段階では本当に日常生活に必

要な交通手段に対する支援が必要な住民がいるというのがこちらの方でも、当然把握してござい

ますのでそ課題に対する検討の方をまずは進めていきたいというふうに考えて今回政策の目的

ですとか、ある程度決まった部分、スケジュール感について提案をさせていただきました。それ

から全体的な交通施策については、６月の段階でも先ほども言われた通り、一般質問等ございま

した。それについて、ある一定程度の根本的な方向性については出していかなきゃならないのか

なというふうに、原課では考えているところでございまして、それについては、また今後という

ことで２段階ということで捉えていただければと思っております。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 今回は今回である一定の結果を出していただいたということで評価させていただきたいと思

います。ただ、前の一般質問、予算審議等でもお話させていただいたところですけれども、過去

においても４年間、ほぼ４名の議員の方から、一般質問等を、さらに常任委員会等の中において

もかなり議論された中において、検討する検討するって形の中でこの程度のことさえ、一歩も前

に行かなかった現実、それともう１つ課題として先ほどちょっと、なぜ地方交付税の話をさせて

いただいたかというと、財源がしっかり担保してあるのに関わらず、年度末に基金の積み立てっ

て形の中で、生活の緊急性のあるものや、そういうものについて機動的にしっかりと発動されて

いかない。そういった行政のあり方、今回は前向きに一歩進んだと評価しますけども、その辺を

しっかりと考えていっていただきたいと。特に交通弱者だけじゃなく生活弱者全般の方々、沢山

の障がいを持った方、高齢者、先ほども言いました体の不自由な方や高齢者いろんな部分がある

と、そういった中で地域商店街も含めて疲弊している、さらにはそのために今回は新しいポイン

トに対して町の支援も行っていくし、一連の動きの中にどうやってこういったものがコミットメ

ントしていくかということが大事であって、４年間、３年も４年も先送りしてやっとこの段階か

っていうのは、正直他の議員さんがどう考えているかわかりませんけど、私としては非常にその

辺の行政のスピード感、それと今言ったような財政の出動のあり方、というものを問われるので

はないか。このように考えていますので、先ほど伊藤課長からお話あったとおり、ＪＲの問題は
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別としながらも、地域交通システムについては何らかの形で、他町村ではどんどん進んでいるわ

けであって、そういったところについて、もう少しスピード感を持って、町長の６月の執行方針

通り、年度内を目途に、ある一定の方向性、そう言ったもの制度設計を提示いただくように、こ

のように考えていますので担当課長としての考え方をお示しいただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 ただいまの御指摘でございます。この事業に限らず、それぞれの事業の困っている部分につい

ての例えば事業のスピード感であったり、財政の出動の関係も出されました。それらも総合的に

判断しながら進めていかなければならないというふうに思ってございます。この交通施策につき

ましては、先ほども言いましたけども今回については、困っている方についての支援ということ

で一回提案させていただき、またその他の部分についても、十分に制度設計の提案できる方向性

を示せるように、今後進めていければというふうに思ってございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 ぜひそのような取り組みをお願いしたいと思います。それから委員長の方から今後のあり方に

ついてもいうお話がありましたので最近、よく耳にするのは地域交通のシステムを作っている段

階で、新しいものをオンするだけでなくして、既存の持てるソース、資源を具体的言うと、６月

補正で老健では自家用型のワゴンを２台入れていく。さらにはもう１つの社会福祉法人特別養護

老人ホームでもそういった車を持ち、昼間はほとんど動いてない。当然デイサービスとかそうい

った形の中でやって、そういった時に既存の持っているそういった福祉施設や、介護施設の資源

だとかソース、人材、そういったものも複合的に考えていくとか今回、非常に思うところは、交

通安全対策は、今は企画政策課の所管ですけど、これは高齢者やそういった交通手段のため、福

祉的視点だと何でもかんでも企画政策課で抱えるのではなく、こういった視点のものについて

は、そういったところが所管することによって全体的な交通システム、ＪＲ含めたものについて

は企画政策で結構でしょうけれども、それによってスピード感も増してきましょうし、そういっ

た他の高齢者施設や福祉との連携というものを細かい対応ができる可能性も出てくる。そういっ

た個々の事業の進め方とか、連携の仕方、行政内部における所管の仕方についてももう１回、再

考することが必要ではないかとこのように思っておりますので、その辺について所管課長の考え

方をお示しいただきたい。このように考えております。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  
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 ただいまの御意見でございますが、今おっしゃられた既存の資源、人だったりとか物だったり

が活用できる分については、こちらでもまだ検討はしていなかったですけど、そういうのも十分

今後活用できるものについては検討しなければならないのかなというふうに思ってございます。  

また、行政の連携でございますけども、高齢者の部分については福祉サイドの部分、また、う

ちの町のおきましてはスクールバスの関係もございまして、教育委員会サイド運営しているとこ

ろでございます。企画だったり福祉サイド、また教育委員会、交通施策については、それらの連

携、その他の事業についても連携できるものについては行政内部で十分な連携が必要かなという

ふうに思っております。いずれにしましても、今後色々な事業を進めていく上では、１つの課だ

けではなく、他課との連携が十分必要かなというふうに思ってございますので、今後そのように

進めていけるように努力してまいりたいというふうに思ってございます。 

 

○池下委員長  

 いいですか。 

 

○古谷委員  

 よろしいです。 

 

○池下委員長  

 前中委員。 

 

○前中委員  

 僕もこの点で何度か本会議、常任委員会でもかなり具体例を出しながら進めて欲しいという要

望、今回こういう形で初めて提案されたことは喜ばしいことなんですけれども、やはり色んな交

通ソースが古谷委員もおっしゃったとおり、常々従来からスクールバス、あるいは路線バス、町

内における交通事業者、それは地域交通会議なり、全体としての検討を進めて欲しいと何度も指

摘した部分だと自分なりにはそう思っていたんですけれども、現実なかなかやはり進んでいな

い、受け入れ先があるという実態もありますから、一概には端的な方向性は出せないのかもしれ

ませんけども、ただやはり、かなりそれなりの時を経た中で、本当に短期的にできる部分もこの

交通支援に限れば、近隣町村で本町だけですよ。やってないのは。そこら辺はわかっているなら

短期的に受給町民というのは、ある程度洗い出しはもう済んでいるのかなと思いますけども、所

内でワーキンググループを作りながら原課横断の中で議論していたと思ったんですけども、現実

どうなのかなと思ってこういう実態の中でそういう議論をされていたんですか。現実、あの後。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 先ほども他課との連携と言いましたけれども、今回の高齢者のハイヤーを使った交通支援策に

つきましても、これらの支援策を内部で協議するに当たっては保健福祉サイド、それから教育委

員会、高齢者サイドの支援、またスクールバス、路線バスの関係もございました。その段階では
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協議の方は内部では進めてきたということでご理解いただければというふうに思います。 

 

○池下委員長  

 前中委員。 

 

○前中委員  

 もう１点、地域交通会議は開催されているんですか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 地域交通会議的なものは正式的なものは行っておりませんけれども、教育委員会の方でバス会

社、その情報をもらいながら、町内にはハイヤー会社がありますので、きちんとしたそういう組

織でないかもしれませんけれども、常に連携なり情報を共有しながらということで、どこまでで

きるかというのを、今も進めておりますけども、そういう形で、常に連携といいますか、情報を

提供もらいながらどういうことができるかということで、相談なり協議はし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  

 色んな施策のプランの過程の中で、この関係団体あるいは関係会社がありますから、そこら辺

の今言ったような交通会議なり本町に無償福祉バス、これは特例の中で無償で運行している実

態、これもやはり一般の旅客運送業の人にしてみたら、１つの相対する分では同業としてみなさ

れる部分もありますから、そこら辺の交通整理、そういう全体の中の会議もあわせてやっていか

ないと、相互理解の中で、こうするんだという行政のさじ加減というか裁きの中でやっぱり進め

るのは、そういうような全体像を捉えながら短期的にこの交通支援策を施策として考える方向で

今回提案されていますから、そこは本当にスピード感の中可能性としてはできるんじゃないのか

なとずっと思っていたものですから、またこれが次年度まで延びたというのはちょっと心許ない

なともう少し何とか前倒しでできるのかできないのかじゃなくて、できる方向でまず取り組んで

いただければと、僕自身はちょっと思ってはいます。現実本当にどれだけ困っている人を行政で

把握はしているということで理解してよろしいですよね。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 ただいまの御質問でございます。関係者は今回ハイヤーを使うとなれば一番は地元で交通事
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業、ハイヤー業を営んでいる方と調整は十分必要になってくるかなというふうに思っておりま

す。また、先ほどから出ている行政各部の連携というのも必要かなというふうに思っておりま

す。今回、色々ハイヤーの利用助成券を交付しての支援ということで、提案をさせてございます

けれども高齢者等また、その他、今現在では、本当にどこまで対象者をするかということで高齢

者だったり、障がい者の方というような全体の数値というのは押さえてはいます。そういうよう

な形でどれくらいの方が清里在住の方で今のところ、先ほど最初の説明にもあったとおり、今の

ところ高齢者を念頭においている部分ありますけれども、それ以外にも当然困っている方という

のはいるのかなというふうに思っているところでございまして、その辺についてはきちんとした

数字等はありませんけども、ある程度の数字ということで押さえている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。 

 

○前中委員  

 押さえているということで理解いたしました。 

 

○池下委員長  

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 押さえているってことなんだけど、確かに住民のニーズはあるかもしれないけど、その住民の

ニーズのきちっと捉え方ができているかどうかの部分なんです。確かに町内の店舗の利用促進、

賑わいの創出とここに掲げているわけですけど、実際にその商圏が本当に清里町の街中に来て十

分な買い物ができるのかということを考えていかなくちゃいけないものだと思うんですよね。町

内でハイヤーを利用してというけど、清里から斜里の境界までの補助を出してそれ以降は自腹を

切っても斜里まで行くというようなそういうことも想定しなければならないものであって、清里

だけで買い物が十分に足りるかということを十分に想定した形の中での住民のニーズの捉え方

というのをしないと、僕はきちんとした交通網の確立とかそういうものを総体的に考えていかな

げればならない部分だと思います。今、把握されていると言っているんですけど、何回も今まで

も一般質問等でも出て、やっぱり必要性はみんな認められている部分かなと。そして、当然ニー

ズもあるわけですけど、そのニーズの中の内容の部分をきちっと捉えていかないと、せっかくや

ってもそれじゃ十分に足りていませんよと注文が出てくるんじゃないかなと。そこら辺はきちっ

と捉えた形の中でや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  

 住民のニーズの捉え方の関係でございます。真に生活に必要な交通手段の確保ということで交

通に困っている方を十分に把握する中、またそれを使う方のニーズをどう捉えるかということ

が、大変かなというふうに思ってございます。それについては十分、今後考えていきたいという

ふうに思っています。また、今後実際にこの事業を行っていく上で、一部言われましたけど、町
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内移動のみを対象にするか。それ以外についても買い物だけではなく、病院の関係もございま

す。それらも含めて、どういうような支援内容を進めていくか、清里にはそれぞれの地区があっ

たり、色んな部分がございますので、今色々と検討を始めたところ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けど、色んな御意見等を参酌しながら来年度に向けてでございますけ

ども、この事業をより良いものにしていくというふうに思っておりますので、御理解いただきた

いと思います。 

 

○池下委員長  

 他に。議長。 

 

○田中議長  

 今の委員の皆さんからたくさん色んな意見が出たわけですけれども、タクシーの補助券の発行

を考えられていると思うんですけども、そればかりでなくて、やはり副議長、古谷委員からも言

われたとおり地域交通対策協議会というか、そういうものを利用できる部分は利用して、全体像

でこれからそういったものをしっかりと関係者で協議していただいて、これはこれじゃ全然これ

から話にも何にもならないんで、そこら辺タクシーの補助券だけ発行してれば良いというものじ

ゃ、そんなふうには考えてはおられないと思うんですけども、地域公共交通の対策ということで

しっかりと、今後考えていただきたい。これは皆さんの意見だと思うんですけどよろしくお願い

いたします。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長  

 先ほどから色んな委員からも御意見等いただいております。この事業だけではなくて、全体の

地域交通施策というのが本当に重要になるのかなというふうに思います。本町におきましては、

例えばスクールバスだったり、ＪＲ、ハイヤー、自家用車、色んな部分の資源等もあるかなとい

うふうに思います。それら全体的にどのような形で今後全体的な交通施策を、本町に合った施

策、また他町村の例も色々参考にはしているところでございますけども、本町にあった施策につ

いて、やはりこの事業だけではなくて、全体的な地域交通対策について進めていかなければなら

ないというふうに重々承知しておりますので、ご理解頂ければなというふうに思います。 

 

○池下委員長  

 他、ないですか。地域交通に関しては議会でも道外研修の中で、日南町に行って勉強しており

ます。それと、２年前にも道内の伊達にも行ったりして結構、地域交通に関しては色々と所管の

事務調査で行っております。なぜ、そういうふうに行うかというと、やはり地域住民の足という

ことをみんな考えているわけですよ。そこで、今回こういうふうにハイヤーの問題で、こういう

ふうに上がっていますけども、これはもう本当に４年も５年も前からですね。各議員が色々と一

般質問、それから総括質問の中でもやってきておりますし、大事だということは町にも重々何年

も前から訴えているわけですよ。やはり議長も今おっしゃっていましたけども、このタクシーだ
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けの問題ではなくて全体像をどういうふうにするか。それから、緑地域、札弦地域の住民達の足

の問題。スクールバスはありますけども、利用できる時間帯のものではないんですよ。来るのは

朝７時、帰りが夕方。年寄りに使えって言っても無理なんですよ。色んなことで、やっぱり皆で

話し合って良い物をつくっていく。地域住民を大切にしていく。そして、そこに資金があるとい

うふうになれば、その資金をうまく利用する。そういうことを十分に考えてやっていければきっ

と良いものが出来上がると思います。まだ、時間がありますので先ほど議長もおっしゃっていま

すけども、地域交通対策会議、そういうものをしっかりと立ち上げた中で、色んな意見を吸収し

ながらやっていく。これが町長が言っていた本当に清里町にいて良かったという町づくりに繋が

るのではないかというふうに思いますので、そこら辺十分考えてやっていただきたいというふう

に私も思います。 

 

○池下委員長  

それでは、最後第６次清里町総合計画策定概要ということについて説明をお願いします。担

当。 

 

○まちづくりＧ総括主査  

 それでは、企画政策課案件７点目の第６次清里町総合計画策定概要でございますけれども、ま

ず初めに、町の総合計画策定の趣旨について説明させていただきたいと思います。町の総合計画

につきましては、長期的な展望から町の将来像を描き、計画的な町政運営を図る基本指針でござ

います。清里町では平成 22年に基本構想について議決を得まして、平成 23年度から平成 32

年度までを計画期間とする第５次清里町総合計画を策定しまして協働、共生、共創による人と自

然がともに輝き躍動するまちの実現に向け、進めてまいりました。その後、平成 23年の地方自

治法改正によりまして、総合計画の基本部分であります基本構想、この策定義務については廃止

されまして、総合計画の策定自体は各自治体の任意によるものとされております。 

しかしながら、人口減少、少子高齢、社会経済のグローバル化、消費動向の多様化これらによ

る商工業の低迷、ＪＲの存続問題など地域を取り巻く状況が大きく変化しております。これらの

課題に的確に対応していくためには、行政運営全体を見据えた中長期的な指針や計画が必要とい

うふうに考えております。このことから、時代の変化に対応しながら町の持続的な発展と町民生

活の向上を目指すために、これまでの総合計画の流れを途切れることのないよう、町の総合計画

条例このようなものを策定するなどしまして町の最上位計画として、令和３年度以降の新たな総

合計画を策定することとしたいと思っております。 

それでは資料 11ページをご覧ください。１つ目の計画の呼称でございますけれども、これま

でのまちづくり計画の流れをくみまして、第６次清里町総合計画としたいと考えております。 

２つ目、計画期間でございますが、こちらも引き続く計画期間といたしまして令和３年度から

令和 12年度までの 10ヶ年計画としたいと考えております。 

３つ目の計画の構成でございますけれども、従来の総合計画にありましては、国が提案したあ

るべき市町村計画、これに準拠して策定することが一般的でございました。法改正によりまし

て、各自治体の判断による策定ということ、また現在におきましては地方選挙におけるマニフェ

スト、これの認識が普及していること、そしてまち・ひと・しごと創生総合戦略、これの策定と

いうことで、その他数々の分野別の計画、この中で具体的な事業を示す計画ございますので、こ
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れまでの実施計画と重複しているかなというふうに捉えております。計画のわかりやすさ、行政

の効率性、機動性を考慮いたしまして、基本構想と基本計画、まず、この二層構想というふうに

したいと考えてございます。なお、基本構想につきましては、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性を示すものというふうに捉えております。基本計画につきまし

ては、基本構想で描く将来像、基本目標を実現するため施策の基本的方向性を体系的に示すもの

というふうに考えてございます。 

続きまして、４つ目の町民意見の反映でございますが、資料に記載しております会議公開です

とか、審議経過等の情報公開、町民アンケート等やパブリックコメントの実施など、様々な手法

によりまして意見聴取に努めてまいりたいと考えております。前段、御説明させていいただきま

したとおり、総合計画につきましては、清里町のまちづくりの指針となるものでありますので、

単に行政運営への方針にとどまることなく、色々地域の構成要素である町民、企業、地域団体、

これらとの役割分担、協働も視野に入れた町民と行政の行動指針として地域の総意、そういった

ものを内外に示す計画でなければならないのかなというふうに考えておりますので、様々な手法

を用いて意見聴取に取り組んで参りたいと思っております。 

続きまして、５つ目の策定スケジュールでございますけども、現状での大まかなスケジュール

を記載してございます。総合開発審議会の委員の委嘱また公募委員こちらも決定を行いたいとい

うことで、10月には決定をしていきたいなというふうに考えております。あわせまして総合開

発審議会の諮問を行っていきたいと思います。策定の趣旨の部分でも説明させていただきました

が、総合計画策定にかかる議決条例を、12月の定例会には提案を予定したいというふうに考え

ております。総合開発審議会等での協議を得まして令和２年９月には諮問に対する答申を得まし

てパブリックコメントを受けた中で、最終調整を行いまして令和２年、12月定例会での議会提

案としたいというふうに考えてございます。以上、第６次総合計画策定概要について説明させて

いただきましたが、第６次総合計画につきましては、これまでの総合計画の位置づけを継承しつ

つも、新たな時代のまちづくり計画として協働のまちづくりの推進にふさわしい、共同でつくり

上げるわかりやすい総合計画、このようなものを心がけていきたいというふうに考えております

ので委員各位の御理解をいただければなというふうに思います。私からの説明は以上です。 

 

○池下委員長  

 ただいま第６次清里町総合計画策定概要ということで説明ありましたけれども、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  

 既に９月定例会の一般質問を予定させていただくこの案件について。６月予算審議で色々課題

が提出された形の中で、今回、人事異動があったり、色んな部分で大変苦労されて、今回の概要

が提出されたというふうに善意で受けとめていきますので、そういった中において６月の予算審

議の中でも色々と意見が出た部分でいくと、まず１つは、こういった基本となる概要と予算が一

体的な提案でなければいけない。説明がない予算先行型。さらに総括主査から色々説明があった

ように、町民と行政の行動指針とやっていく、地方自治法の改正によって既に基本構想そのもの

や議会の議決事項ではなくなった、そういった状況を踏まえたときに、先にありきはまず、この

考え方のアウトラインを示し、さらに議決条例の提案があって、それに予算が伴う一体的提案の
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中でやられていくというのが普通であって既に予算の中で具体的な臨時委員を含めた委員報酬

の額が決まっている。さらには基本構想と基本計画の２階建てであって、実施計画が伴わない中

においてコンサル外注で４百数十万でやっていく。さらに実施計画については他の分野別計画に

委ねるといった形で 10 幾つの分野別計画がビルドアップされてその過程の中で様々な住民の

意向調査やアンケート調査が行われていくという、既存のそういったストックしたのが沢山あ

る。そういったものの整理が全くされていない中で予算ありきで進んでいく。その中で住民協働

のあり方とか総括主査が言われたように非常に苦労されたと思うんですけれども、十分ですね。

一般質問の中で町長と議論をさせていただきたいと思いますけれども、言葉だけの住民協働なく

して本来あるべき新しいスタイルでの町民と行政の行動指針となるような総合計画というのは

どういったものなのかということを、もう１回内部的に、手続手法論としても、しっかりもう１

回やっていただきたい。どうも６月の予算審議でお話あった部分と今回できたものがしっかりと

かみ合っているのかどうなのか。実施計画は持たないという形の中で、それは良しとしているん

ですよ。駄目って言っている話じゃなくて、分野別計画があるから。ただ予算が先にありきで、

結局、基本となるようなこういった手法論や概要、さらに議決条例の提案が 12月。基本となる

ものを後送りして、その作業の中でやっていくというのは、本来的な行政手続きとしては全く逆

であって、しかも、もっと言わせていただければ、２年間がかりだとすれば、時間的には半年過

ぎて非常にタイトな本来であれば昨年の 11 月とか 12 月にアウトラインができて、それに伴

って、ある程度の方向性が整理された中で選挙後の予算の提案と、条例提案、さらにはこういっ

た概要の提示がなされて、６月定例会以降にスムーズに作業に入っていくというのが、どう考え

ても時間的余裕のない中での作業、そうすると先ほど言ったのは仕方ないからとか、十分な住民

協議がなされない中で物が進んでいく。その危険性も含めて今から執行する形でいくと、アンケ

ート調査なんてどうやってやるのかな。日程の中に入れ込んでないですよね、具体的に。これか

らの作業じゃないかと思うんですけれども、コンサルは入札で発注されたかわかりませんけれど

も、もう１回今お話したことをしっかりと９月の一般質問の中で考えていきたいと思いますが、

住民協働に対する基本的な今回の考え方と、もう１回お話しますと、実施計画を伴わないという

ことの意味合いをどう整理されたか、もう１回、担当課長の考え方をぜひお示しいただきたいと

思います。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず、最初の方にありました基本となる手法論の関係でございます。一部今後のそれについて

はまた課題とさせていただきたいというふうに思いますが、今後の先ほどお示しした。策定スケ

ジュールによりまして、今回については進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。また住民との協働の関係でございます。従来より、本町におきましては、住民参加と協働

のまちづくりということを掲げまして進めてきたというふうに認識してございます。この総合計

画におきましても、まちづくりの中心であります町民の皆さんの参画が大変重要というふうに認

識をしているところでございます。住民の方に今回提案したのは従来の手法ということで提案さ

せていただいておりますけども、今後どのような形でそれにプラスアルファできるかわからない
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部分ありますけども、限られた期間の中ではございますけども、職員と町民が共有の課題を持ち

ながらですね。この総合計画、まちづくりの今後の指針となるものでございますので、それにつ

いてはしっかりと検討した中つくってまいりたいというふうに思ってございます。 

それから、最後に出ました実施計画の部分でございます。先ほども説明させていただきまし

た。町においては様々な計画を分野ごとに策定をしているところでございます。実施計画、当然

具体的な事業を示す計画でございます。総合計画自体については、今回基本構想と基本計画の二

層で行きたいというふうに考えておりまして、具体的な計画についてはこれまでの実施計画の方

と先ほど言った分野計画が重複しているという部分はございますので、計画のわかりやすさ、効

率性も考えて今回は二層ということで、ただ実施計画に当たる部分、それぞれの分野別の計画に

あたる重要な部分というふうに捉えておりますので、それについてはそういうような面も持ちつ

つ、この総合計画については策定の方、このスケジュールに乗っ取って進めていきたいというふ

うに思っております。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

十分ですね、住民協働の形の中で、限られた既に議決した予算案等含めた部分で、どういう形

の中で実行していくのか、非常に苦労されると思うんですけども、その辺期待申し上げたいと思

います。 

もう１点はこの一般質問で事前的にちょっと話していますけれども、非常に第５次の後期５ヶ

年とまち・ひと・しごと総合戦略の絡み方の整理、これは大変だったと理解していますし、さら

にまち・ひと・しごとについても今回計画の作り直しですよね、当然あるわけであって、これは

あまり言いたくないんですけれども、先ほど同じですけれども推進委員会に戦略のため外部委員

のあり方みたいなものをもう１回しっかりと、今回も、臨時委員もどういうふうにやっていくの

かという形があるのかと思いますけど、専門的分野があったりだとかそれぞれ団体だとか代表と

かありましょうけれども、それだけではやはり教育していない部分であったりとかこれはちょっ

と違う形で資料調べたら、これはあまり言いたくないですけど、まち・ひと・しごとの委員さん

のうち、何人も町内にいらっしゃいませんよね。人口定住だとか目指した計画の中、関わった委

員さんのうち、転勤される方だとか色々代表の方っていらっしゃって個々の事情もありましょう

けど、そういうことも事実としてこの計画はどういった位置づけかと、今総括主査や課長からお

話前提とした時に、形の上の住民等の規定をしっかりと各層の町民の声、生の声をしっかりと受

けとめていけるような仕組みづくりというものを並行しながら正式な審議会委員、臨時委員さん

だけではなくしてですね。何らかの形で取り組んでいくということが必要でしょうし、先ほど総

括主査がおっしゃったように、分野別の計画そういったものの持っている中身をどのように整理

しながら取り込んでいくのか。地域交通も同じでしょうけど、地域横断的であって、しかも行政

横断的な仕組みづくりみたいなものを見通してやっていかないと、絵に描いた餅。特に実施計画

はないわけですから。それをもう１回、しっかりと捉まえた中において先ほど申し上げた外部発

注委託のコンサルの役割というのはどこにあるのかってことも含めてですね。予算は予算で、議

決されておりますけれども、実際の執行の段階にあたって、十分そういった点についても、意を
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用いてやっていただく、このように考えておりますので担当課のように大変短い時間の中で大変

だと思うんですけれども、そういった形をどのように今の段階で考えておられるのか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長 

例えば今出ました外部委員のあり方という今回もお示ししておりますが、思いも含めた外部委

員ということで考えてございます。従来色んな計画の中の委員においては各団体の代表者という

のが結構中心になったかなというふうに思います。その部分についても必要なものについては、

必要かなと考えておりますので、それについてもどのような形で今後、委員、臨時委員、外部委

員をしていくかということを含めて、この委員もそうですしまたそれ以外の方の意見を聞く手法

も必要かなというふうに、思っているところでございます。また分野別の計画、横断的な形の先

ほども違う問題で出ましたけれども、行政の連携というのが本当に必要になってくると思います

し、職員のですね、町民と同じように情報の共有、課題を共有していくということが大切である

とそういうふうに考えてございますので、今おっしゃられたことも念頭に置きながらこの計画に

ついて進めて行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と

いうふうに思います。 

 

○池下委員長  

前中委員。  

 

○前中委員  

やはり実施計画は絶対必要だと思う一人なんですよ。各分野別な年次計画、これは年次年度が

様々変わってきた中で基本的なスキームはやっぱりきちっと実施計画まで持っていくべきだな

と。そうでないとなかなかその年度年度の変わりで、どこかは分野分野で見えなくなる部分があ

ると思いますから、なぜ今回この二層立てにしたのかなっていうのが見た時に思ったんですけど

も、大変さってのは重々わかりますけれども、そこに疑問が、なぜなのかだけをちょっとお聞か

せていただきたいのですが。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長 

先ほどの答弁の繰り返しになっていくと思います。この総合計画、当初国が提案した先ほどの

説明になってしまうのかなと思うんですがあるべき市町村計画に準拠して国の提案したものに

よって策定することが一般的だったということで進めてまいりました。法律が改正になって、そ

れぞれの市町村各自治体において、その判断によって策定がされます。また総選挙における公

約、マニフェストを立てたりとか、まち・ひと・しごと総合戦略の策定、本町においても福祉分

野、また産業分野、いろんな分野で計画を作っていくということでございまして、それらの具体
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的事業を示す計画があるということですね。今回実施計画はなく基本構想と基本計画の二層構造

ということで進めてまいりたいというふうに考えているとこでございます。 

 

○池下委員長  

前中委員  

 

○前中委員  

国の都合捉え方っていうのが変革した１つの理由とそのマニフェストという考え方、重々わか

りますけども、本町にマニフェストがどれだけあるのかなというのも、これまたクエスチョンと

いうかわからない部分ですけれど、本来であればどのような中でもＰＤＣＡの基本にも立ち返る

んであればそういうような中で実施計画も僕としてはある程度はやっぱりがあった方がいいの

ではないかなと個人的な話にはなりますけども、どのような形であれ、限られた時間の中で誠心

誠意、計画を立案されるようお願いします。説明は何度も何度もあるんですけど、個人的な意見

ということで捉えていただければと思いますので回答はいりません。 

 

○池下委員長  

 他にありませんか。よろしいですか。それでは、企画政策課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、企画政策課を終了したいと思います。どう

もご苦労さまでした。 

 

○池下委員長  

ここで、11時 10分まで休憩したいと思いますが。 

 

休憩  午前 10時 53分 

再開  午前 11時 10分 

 

○池下委員長  

 それでは会議を進めます。生涯学習課１件、案件が出ておりますので、説明をよろしくお願い

します。課長。 

 

○生涯学習課長  

 本日は、生涯学習課９月定例会に提案をいたします補正予算について、担当よりご説明をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

〇生涯学習課主幹 

 それでは、資料１ページより、生涯学習課補正予算内容についてご説明させていただきます。

９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費の勤怠管理事業でありますが、既に導入しておりま
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す北海道教育委員会の校務支援システムにおいて、新たに出退勤の勤怠管理を行う機能が追加に

なりました。つきましては、教員の適正な勤務状態の把握に努めるにあたり、この機能を活用す

べく、導入にあたっての管理器具であります、ノートパソコン、カードリーダー等の器具を購入

する費用といたしまして、14万 7千円を計上するものでございます。３項中学校費におきまし

ても、同様なシステムを構築するため、14万 6千円を計上するものでございます。 

学校別においては、教員の数により若干の金額の差がでるものでございます。本システムにつ

いては、管内公立小中学校において順次導入されているところでございまして、単に長時間労働

を減らすだけではなく、勤務実態を把握することによりまして、業務改善や健康管理に繋がるよ

う意識向上にも繋げていきたいと考えております。尚、本年度は年度途中でもあり、試行的な運

用を行いまして、来年度、本格運用を目指していくものでございます。以上、補正予算の説明と

させていただきます。 

 

○池下委員長  

 ただいま生涯学習課の令和元年度一般会計補正予算が説明されましたけれども、何か質問があ

りましたらお受けしたいと思いますが、何かございますか。伊藤議員 

 

○伊藤議員  

カードリーダーシステムってパスモみたいな、繋がって何時に出勤して何時に帰ってとか、そ

れが色々表になって出てくるような、そういうことなんですか。 

 

〇生涯学習課主幹 

そういうことです。 

 

○伊藤議員  

ちなみになんですけど、近隣市町村とかって、現段階はどのような形なんですか。 

 

〇生涯学習課主幹 

現在、斜網地区におきまして、小清水町におきましては５月から、すでにこのＩＣカードシス

テムを利用していまして、網走も来年度から本格導入を予定してございまして、その他のところ

も検討中という形ですので、あと道内、こちらにつきましても順次導入が進められているところ

であります。 

 

○伊藤議員  

わかりました。 

 

○池下委員長  

生涯学習課、今日の案件以外のことで何か質問があれば。課長。 

 

○生涯学習課長  

それではその他で１件、報告をさせていただきます。 
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〇生涯学習課主幹 

スクールバス運行に関しまして、10月からの見直し点につきましてご報告いたします。 

スクールバスにおいては、４月より路線増便の上、現在、順調に運行しております。運行を始

めてからこの間、様々なご意見をいただいているところでありますが、皆様のご理解のもと、順

次、対応しているところであります。 

 その中、10月からの冬時間に変更するタイミングに合わせて、ご要望の多かった清里クリニ

ック付近での下車について、バス会社との協議等もついたところでございまして、朝の４路線の

便について、向陽・江南線では中学校から小学校へのルート途中での下車、緑・札弦線では小学

校から中学校へのルート途中での下車、上斜里線・神威線では子ども達が下車後の新たな下車に

ついて対応してまいりたいと考えております。 

新しい最終時刻表等については、調整中でございますが、15日のお知らせ版に合わせて、冬

時間の時刻表をチラシで配布して、住民の方にお知らせしたいと考えております。  

また、神威線においては、一部ルートで交通量の多い交差点での子ども達の乗者がありまし

て、周辺事業者や警察当局からの改善要望もあることから、神威９線付近及び 12線 16号付近

でのルート変更を行うことといたします。 

その他、部活動が冬時間になるのにあわせて、最終便の時間を早める点が今回の大きな変更点

であります。運行体制もさることながら、子どもたちの乗車マナーもバス乗車に慣れてきたのか

昨今乱れてきているところであります。 

 近隣では、バス下車後の痛ましい死亡事故も発生しております。この点、学校でのマナー指導

もしてございますが、保護者の方からも改めて指導していただきますよう、啓蒙活動についても

行ってまいりたいと考えております。以上、スクールバス運行見直しに関する報告となります。 

 

○池下委員長  

今バスに関しても説明ありましたけれども、何か質問ありましたら。よろしいですか。伊藤議

員。 

 

○伊藤議員  

説明の中でちょっと児童が慣れてきていて、乗車マナーが悪くなってきているって、どんなよ

うなことなんですか。 

 

〇生涯学習課主幹 

大人が乗っていると大人しいんですよね。子ども同士でちょっかい出したりすることによって

立ち上がったり、ちゃんとシートベルトしてなかったりということで、あと、中で騒いだりした

りというところが見受けられているところもありますので、そういう点特にですね、立ち上がっ

たりすると危険ですので、その辺は特に注意する形で進めていきたいと思います。 

 

○伊藤議員  

わかりました。 

 

○池下委員長  
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他になければ終わりたいと思いますが、よろしいですか。それではご苦労さまでした。 

 

○池下委員長  

 それでは、総務課を進めていきたいと思います。２件、案件が出ていますので説明をお願いし

ます。課長。 

 

○総務課長  

本日の総務課提出の案件につきましては、①といたしまして９月の定例会で提出を予定してお

ります総務課所管分の補正予算の概要、②といたしまして、今年度で５年間の指定管理期間が満

了します緑清荘の新たな指定管理者の募集のスケジュールとなっておりますので、担当より御説

明申し上げます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査  

それではご説明いたします。１ページ目をご覧ください。令和元年度の補正予算でございま

す。はじめに、上段の部分で、総務費、総務管理費、行政情報システム管理費、情報通信機器更

新事業でございます。こちらの方はインターネット環境を構築、ファイアウォール等の機器更新

を行いまして、セキュリティーの効果を図るものです。金額としまして、機器更新につきまして

は 125万円、設定費その他 29万円で、合計 154万円の計上となってございます。 

続きまして、財産管理費、緑温泉施設修繕事業でございます。緑の湯につきましては、温泉を

汲み上げるポンプが経年劣化のため、揚湯量の方が減少してございます。このためポンプの取り

替えを行いまして揚湯量の確保を行うものでございます。予算額につきましては 628万１千円

を計上してございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より補正予算の説明ありましたけれども、何か質問があればお受けしたいと思い

ます。古谷委員。 

 

○古谷委員 

緑の湯のポンプ取り替えの部分について、予備ポンプを町内の温泉施設、きっとそれぞれ回し

ながら運用しながら、緊急事態だとかメンテナンスする時に使っていたと思うんですけれども、

今回は全く新しいものに取り替えるという形での理解、そういった予備的な共通化して、使える

ものは使おうという形を今回はとれない状況にあるというふうに理解してよろしいのかどうか。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○総務課長  
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現在のところ、予備ポンプを今持っていない状況にあります。現在の部分の緑のポンプに関し

ましては徐々に、汲み上げ量が減ってきている中、今年の夏ぐらいから量が顕著に現れたことか

らその時点でオーバーホールによる修理か、もしくは更新かという検討しましたけど、オーバー

ホール金額もかなり高いものですから、今回更新という形で予算計上させていただいておりま

す。 

 

○池下委員長 

古谷委員。 

 

○古谷委員 

確認ですけれども、３温泉プラス老健、清楽園含めて予備的対応のポンプは１台も持っていな

い、どこの施設の現有として持っていないということで理解して良いのか。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○総務課長  

 現状といたしましては、ない状況にあります。 

 

○池下委員長  

 他にありませんか。ちょっと私の方から質問したいんですが、予備ポンプはないということで

すか。ポンプの話ではないんですけれども、緑の湯とか温泉、うち３ヶ所ありますけど、温泉の

温度に関しては下がっているという状況は今のところないんですか。その辺のことはわからない

ですか。課長。 

 

○総務課長  

 緑に関しましては、汲み上げ量が減っている関係もありますと思いますけれども、若干低下し

ている傾向にあります。ただ理由としていたしましては、汲み上げ量の減少も影響しているのか

なというふうには思います。 

 

○池下委員長  

 わかりました。 

 

○堀川副委員長  

 ポンプの交換に営業の停止期間というのが発生してくるんですか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  
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 ３日間ほどは営業ができない状態になっております。 

 

○前中委員  

 温度の表示がなされていないんだけども、緑の湯。これは更新計画と言わないけども、修理し

ないのか。どうなのかな。 

 

○総務課長  

 表示をさせていないということです。 

 

○前中委員  

 壊れてはいないんだ。 

 

○総務課長  

 はい。 

 

○池下委員長  

 よろしいですか。それでは２点目、緑清荘の指定管理の募集について説明をお願いします。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査  

 それでは、ご説明いたします。２ページ目をご覧ください。指定管理の選定基準でございます。

こちらの方、本年度いっぱい緑清荘の指定管理の方が期限切れとなるために、新たに募集を行う

ためのスケジュールとなってございます。まず１番上段の方から説明させていただきます。10

月中旬に、募集を開始する予定でございまして、ホームページでの公開を予定してございます。

その後、1１ヶ月後の 11 月中旬に募集終了といたしまして庁舎内での選定委員会、12 月上旬

に応募者のヒアリング、審査の方を行いまして、選定委員会より 12月上旬に事業終了後に町長

へ選定結果を通知するというものでございます。その後、常任委員会の方に選定結果を報告する

という形になってございます。12月の定例会での議決を現在のところ予定してございまして、

その後、告示、ホームページ公開を行いまして、３月に、基本協定、年度協定こちらの方を締結

していく流れとなってございます。なお、今回の選定では令和２年４月から令和７年の３月まで

の５ヶ年の指定管理を予定してございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

 ただいま緑清荘の指定管理者の募集及び決定等のスケジュールについて説明を終わりました。

何か質問がありましたら。前中委員。 

 

○前中委員  

 何点件か。募集要項の、従前から何らかの変更点があるのかないのか。それは何を意味するか
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というと、運営方法なり、そういうものが特出するもの、行政として付与するのかしないのかと

いうことになると思うんだけれども、それがまず１点と、この契約期間５年、果たして適正かど

うか５年なのか７年なのか、あるいは 10年にするのか。そこら辺、他との指定管理との関係も

ありますけど、そこら辺、２点あわせて。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 募集要項の内容の改定につきましては、今具体的にどの部分を変えるという決めはしておりま

せん。ただ募集に当たりましては５年前に行った要綱の再チェックの方は掛けさせていただいて

もし現状と合わない、何かあるのであれば考えたいと思っております。それと、５年のことにつ

きまして今回につきましても、同じく５年での更新を考えております。 

 

○池下委員長  

 よろしいですか。他には。古谷委員。 

 

○古谷委員  

 前回も５ヶ年の期間とう形で毎年度ごとに評価をやって、しっかりとその辺はコントロールし

ているという考え方に立って総体的な指定管理については一般質問を町長にさせていただいた

段階においても、５ヶ年トータルの評価というのは議会に示してくれるのでしょうか。現行の５

ヶ年、様々な課題が委員会の中でも、レストラン部門、宴会部門、風呂の関係、様々な課題や指

定管理の５ヶ年の中にあった。今の受託者が新たに応募に応じるかどうかわかりませんけども、

５ヶ年にわたる反省評価ってものは議会に対して相対的に示していただけるのかどうか確認を

したいと思います。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 指定管理者の評価に関しては、単年度で今行っています。５ヶ年通しての評価というものを改

めては行っておりませんが、同じ会社が新たに申し込んできた場合は、その選定の中で５ヶ年の

評価が出てくるのかなとそれを踏まえての選定になるのかな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 

 選定業務は当然そうだと思うんですけど、ただ今まで色んな課題が提起されて、その改善に向

けて取り組みを行政が行っていくという答弁をいただいているという中において、議会に対して
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そういった５ヶ年にわたる今回の指定管理、特に町民利用が非常に多いわけで、課題提起が多か

ったという、この５ヶ年を含めて、そこに対する評価を議会に提示していくのか行政評価を提示

するのかどうか、その確認です。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長   

 ５ヶ年通しての検討につきましては、検討させていただ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  

 非常に大変なことだと思うんですけれども、前回の委員会でも課長の方からしっかり改善すべ

き点等を、ただ伝えるだけでなくて具体的に方向性の結果も踏まえて、取り組みを行っていくと

いう形の中で、飲食部門とか、お風呂の関係が顕著に落ちてきている事実を踏まえた中におい

て、やっぱり行政として新しく応募の段階での審査というのは当然のことであって、総体事業と

してどうか事業評価のあり方をして、そういったものについてはある一定のものは、あの５ヶ年

についてどうであったということについては、きちんと説明すべき役割があるんではないのかな

と。ただ、そういった公募しました、審査しました、点数つけました、ＯＫ、だけではなかなか

新たな改善に繋がっていかないこともありますので、やはりそういった新しい評価の仕方を議会

に提示していくことについても、必要性が今の時代生じているのではないのかなというふうに私

自身は感じているわけで、前向きに検討を是非お願いしたいと思います。 

 

○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  

 他に、よろしいですか。総務課全般通して何か質問があれば。私の方から１点、お聞きしたい

のですが、先日、産業まつりの前夜祭、皆さんじゃがいも踊りを踊りまして、たくさん町民の方

が見に来ておられましたけれども、私達も感じておりましたけれども、街中の街灯が非常に暗い

という話をやはり私たちも思いましたし、見ている方からもそういうお話がありました。町とし

て今後の予定としては全然考えていないのか、それとも考えるべきなのか。そこら辺については

課長判断ではなかなか難しいか知りませんけども、どういうふうに考えておられますか。 

 

○池下委員長  
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 課長。 

 

○総務課長  

 道道の部分の街灯だと思いますけど、具体的にあそこの部分は明るくできるかどうかという前

提もありますが、具体的に総務課として今までどうしていくかという考えに至ったことはなかっ

たんですけど、そういう実情は産業建設とも話していまして、場合によっては可能かどうかは別

にしまして北海道の方に問い合わせ、何かの機会に問い合わせいただくような形で総務課からは

産業建設課の方に伝えたいと思います。 

 

○池下委員長  

 ぜひ連携してやっていただきたいというふうに思います。 

他になければ総務課を終わりますけれども、よろしいですか。どうもご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 それでは、２番目の意見書の検討について、事務局お願いします。 

 

〇議会事務局 

 総務文教常任委員会所管分は２件の意見書が持参提出されておりますのでご説明いたします。

議会事務局資料の１ページをお開きください。 

１件目、介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書です。提出者

は北海道医療労働組合連合会 執行委員長 鈴木緑 氏です。内容につきましては４ページをお

開きください。記以下を読み上げて説明いたします。 

１．介護従事者の賃金の底上げをはかり、安全・安心の介護体制を確保するために、全国を適

用対象とした介護従事者の最低賃金（「特定最低賃金」）を新設すること。 次に、５ページをお

開きください。 

２件目、看護師の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書です。提出者は１

件目と同じく北海道医療労働組合連合会 執行委員長 鈴木緑 氏です。 

内容につきましては８ページをお開きください。記以下を読み上げて説明いたします。 

１．看護師の賃金の底上げをはかり、安全・安心の医療・看護体制を確保するために、全国を

適用対象とした看護師の最低賃金（「特定最低賃金」）を新設すること。  

以上ですが、９月定例会に委員長名での意見書の提出又内容のご協議をお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 事務局より２件の案件についてですね。意見書を提出したいと考えておりますが、何かありま

したら。よろしいですか。それでは２件の案件に関してこちらで提出したいというふうに思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 大きな３番次回委員会の開催についてお願いします。 
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〇議会事務局長 

 次回委員会でございますが、10月 11日金曜日、９時からこの会場で行う予定でございます

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。何か皆さんからありましたらお受けしたいと思いますが、よろしいです

か。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

〇池下委員長 

 それでは第６回総務文教常任委員会を閉じたいと思います。どうも御苦労さまでした。 

 

 （閉会  午前 11時 35分） 

 

 


