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第４回総務文教常任委員会会議録 

令和元年７月 18日（木） 

    開 会  午前 ９時 00分 

    閉 会  午前 10時 58分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●総務課 

①平成 30年度温泉施設利用実績について 

 

●企画政策課 

  ①商工会ポイントカード事業について 

  ②プレミアム付商品券について 

  ③令和元年度普通交付税算定結果について 

  ④緑地域活性化プロジェクトについて 

 

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 

■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    ■管財Ｇ主査       田中 誠之 

■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    ■まちづくりＧ主査    薗部  充 

■地域振興Ｇ主査     横畠 敏樹    ■まちづくりＧ主事    吉田 悠平      
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○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４回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

まず町からの協議報告事項について、総務課から１点提案がありますので説明をよろしくお願

いします。課長。 

 

○総務課長  

それでは本日の総務課の案件ですが、指定管理を行っております、温泉施設３施設の平成 30

年度の利用実績について報告させていただきます。 

 

○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ページの方、平成 30年度温泉施設利用実績をご覧ください。 

平成 30 年度の温泉施設の利用実績についてでございますが、入り込みが３施設とも前年対

比減となってございます。減についての要因は、多々いろいろあるかと思われますが、29年と

比べますと、ゴールデンウィークの連休が４連休とちょっと短かったこと。あと、お盆のお休み

が暦では２連休だったこと。また、１番要因があったかと思われるのは、９月にありました胆振

東部地震。こちらの方の影響が引きずったのかなと。残り半期はこの地震の影響があったものと

考えてございます。 

それでは個別について御説明いたします。まず一番上段、緑清荘の方でございます。こちらの

方ですね、入浴、宿泊、会食施設合わせまして前年対比の 95％の３千 715 人の利用減となっ

てございます。それに伴いまして使用料収入の方も減となってございまして、トータル 628万

３千 968円。こちらの方、減。前年対比 95．５％となってございます。 

次にパパスランドでございます。入浴施設の入り込みが前年対比 96．９％の１千 482 人の

減となってございます。下段の使用料につきましては、前年対比で 45万７千 306円の減とな

ってございまして、前年とほぼ変わらない 99．６％となってございます。 

最後に１番下段でございます。緑の湯でございますが、入浴施設の入り込みにつきましては前

年対比率で 98．６％と 296 人の減となってございます。使用料につきましては入浴施設が７

万３千円ほど減となっておりますが、販売施設等収入で前年対比 107．５％の増で、37 万１
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千円の増となってございます。合計で使用料収入につきましては前年より 29 万７千円の黒字

となっているということで御報告させていただきます。以上説明を終わります。 

 

○池下委員長  

担当の方より、３施設について説明がありましたけども。委員の皆さん、何か御質問があれば。

古谷委員。 

 

○古谷委員  

落ち込みの要因で、前回の委員会でも焼酎等も全てしたる要因が胆振東部の地震というものが

非常に大きな影響。ところが他の観光地等も含めて、その以降、復興割り等の関係で全体として

は年度末ではそんなに大きな観光客の落ち込みは、実態としては年間を通じて表れていないとい

う分析も最近は出てきて。やっぱり月別とか、もうちょっと細かく、しっかりとその辺の流れを

分析した上で、指定管理者の方としっかり協議しながら、その辺の発信ですとか観光客キャッチ

アップですとか。そういったことも含めながらやっていくということが必要なっているんではな

いかと思います。実際、細かな分析はまださほどされてないとは思うんですが、その辺どのよう

に捉えられているのか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

おっしゃられるとおり、連休が短いとかブラックアウトに関しましての、利用の減につきまし

ては、宿泊者、また食堂に関しては影響があると思いますけど、それ以外の入浴の部分でも減に

しておりますので、この辺は毎年実施しております、指定管理者のヒアリングもございますの

で、その中で改めてデータ等を見せて検証させていきたいと思っております。 

 

○池下委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

特に緑清荘で気になるのは、町民の皆さんの利用に対する評価。極めてちょっと、でこぼこと

言ったらおかしいんですけれども、かなり宴会ですとか、そういったことが我々も日常的に耳に

する。なかなか指定管理者の独自性を担保するという形で、町の立場としては難しい部分があろ

うかと思うんですけれども、ただ現実的に町内の飲食店、宴会、会合、会食をやっていくという

受け皿としては非常に少なくなるという中において、それぞれの施設がしっかりと努力すること

によって、そういったことをカバーしていくというのは、どうしても必要になっているというふ

うに自分自身は認識しているところであって、指定管理者の経営のその基本的な協定の中にあ

る、中身は中身として良いんですけど、実態として今言ったような現象についてもですね、対応

について、腹を割って少し町民の皆さんの立場に立って、町と平場でやはり協議をしていただく

ってことがある意味では必要ではないのか。その中で、指定管理者の責任を追及するという意味
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ではなくて、もっともっと積極的に町民の声に耳を傾けながら、中身の改善とは言いませんけ

ど、より良い方向へ向いていっていただくことが必要というふうに認識しておりますが、担当課

としてはどのように捉えているんですか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○総務課長  

毎年行われております指定管理者とのヒアリングの中でも確かに、我々が耳にする一般町民の

方からの意見も伝えております。その中で今年につきましても同じように新たなもの、また過去

からずっと言われている部分に関しまして、改めて指定管理者の方に伝えて、その考えを伺いた

いと考えております。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

町民の皆さん非常に期待していると思いますので、伝えただけではやっぱり具体的な改善が図

られていなければ、町民の方はまた同じじゃないかっていうふうになっていきますので、なかな

か担当局としては、相手とのやりとり、大変な思いでされるということは十分理解しているんで

すけども、やはりちょっとここ何年か同じような状態が続いているという実態と言いますか、町

民皆さんのそういった声が非常に消えていかないということに対してですね、非常にちょっとど

うなのかなと思う部分もありますので、大変だと思うんですけれども、率直に平場でどうなんだ

ろうかという方向性を是非見出して頂ければと思いますので、その辺について、今後の伝えると

いう意味だけではなくして、その辺をどのように課長として捉えているのか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

ヒアリングだけでなく、日々の情報共有も大切だと思いますので、その中でより具体的な方策

について、今私ヒアリングと言いましたけど、ヒアリング以外でもなるべく密に連絡を取って改

善につながるような形に進めてまいりたいと考えております。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員  

確認ですけれども、これ 30年度の落ち込みはわかるんですが、載っていない 27年、28年

からじわじわと落ち込んできているものなのか、特別 30 年度が落ち込んでいるものなのかわ
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かれば。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○総務課長  

まず緑清荘につきましては、ゆるやかに下がっている。28年度からも下がっている状況であ

ります。パパスにつきましては 29年度はかなり伸びたのですが、30年度につきましては、ほ

ぼほぼ 28 年度並みの実績となっております。緑の湯に関しましてはある程度安定した販売実

績になっております。 

 

○岡本委員  

わかりました。 

 

○池下委員長  

よろしいですか。他に。勝又委員。 

 

○勝又委員  

１点だけ聞きたいんですけど、パパスランドのことなんですけど、新しい料理人の方も見えら

れたと言うんですけれども、依然として月曜日は休んでいる状態なんですよね。いつ頃からこ

れ、シーズンが到来しているわけで、いつ頃から月曜日の再開になるのかなと。そこら辺、情報

として捉えていますか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

一部休んでいるという日も異動の際の引き継ぎでも聞いておりますので、早速パパスの方は協

議を進めておりまして、なるべく毎日営業するような形での要請はさせていただいておりまし

て、検討するというふうには意見を伺っていますので、今後またさらに話は詰めていきたいと考

えております。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。前中委員。 

 

○前中委員  

各温泉施設の利用実態ということで、ちょっと手元に僕も資料があったので２８年から３０年

度の中で、全体的な入浴、あるいはその物品販売で収益を伸ばしている施設が、緑の湯は毎年顕

著に向上しているんですね。ただ、どうもこれ緑清荘さんに限って言えば、常に前年比割れの事

態が続いている。先ほど古屋委員からおっしゃった部分。これ如実に出ています。ということは、
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どこが問題があるかというのは、必然的に担当している所内の中でしっかりと把握されていると

思いますから、そこら辺はやはり、本当にスピード感を持って改善をする。ましてや、指定管理

という委託業務の中で運営されているから、多々いろいろありますけども。そこら辺しっかりと

検証していただかないとどうも前年比だけの数字だけ見ると、まあ岡本委員がおっしゃったよう

に、見えませんから。ある程度の経営ということを考えるんであれば、その状況はある程度のス

パンの中で、しっかりと検証していただきたいと。行政は単年度の中で話は終わるかもしれませ

んけれども、経営となるとある程度の経営の中で把握していくので、ちょっとそこら辺をもう少

し検証していただければなと思っています。あの緑の場合に限って言えば、落ち込みの入湯客の

落ち込みも本当に９８％。ところが緑清荘さんに限って言えば 95％、前年割り。これ一昨年も

同じくらい減っているんですよね。もう如実に原因はわかるということですよ。今ここの場で僕

は指摘しませんけど、そこら辺を踏まえて今後の中でいろいろ処々改善していただければなと思

います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○総務課長  

今おっしゃられた通り、緑の湯に関しましては、利用実績を見てかなり努力されているなとい

う印象は受けております。と同時にやっぱり、緑清荘に関しましては徐々に落ち込みがあるとい

うのは否めませんので、先ほど古谷委員の方からもご質問がありましたが、今後、経営者の方と

情報共有というか、改善策の方を探っていきたいと考えております。 

 

○池下委員長  

他にありますか。はい。伊藤議員が発言を求めていますが、よろしいですか。はい、伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

はい、ありがとうございます。今ずっと話が出ているんですが、最初の古谷委員からの意見。

そして岡本委員からの意見、で前中委員の意見。はっきり申しあげますと平成 28年度の話で出

たんですけれども、これ前年比じゃ駄目なんですよね。やっぱり継続的にずっと落ちてきている

というのは如実で、去年も言わせてもらったんですけれども、特に酷いのは実は緑清荘の会食の

ところなんです。これ単純に、こうやって見た中で前年比だけでも一番落ちているのが今年でさ

え会食の方なんですよね。93％。実はこれ平成 28 年度から 29 年度。去年の前年比というや

つですけど 86．４％だったんですよ。複数年度でいくと落ち方が半端でないくらい落ちている

んですよね。これ何でだろうという検証を去年もさせて貰いまして、議会の中でも言わせてもら

ったんですけども、椅子、テーブル席あの部分は私も使いづらい。もちろん入れた時には高齢者

のためというのはあったんですが、何回も申し上げますけれどもその時に使用しやすいように撤

去したり、撤去しなかったり。そういうことができるという話でわざわざあの机を購入したにも

関わらず、結局撤去できない。座卓はもう使いません。ところがもう座卓はないとかいう話をち

ょっと聞いたものですから、そんな状況だとなかなか、先ほど古谷委員もおっしゃっていました

けど、町民が利用しやすい施設という事にやっぱり繋がっていかない。離れていく。じゃあその
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部分をどう改善しましょうかという事で、前回も同じようにヒアリングを行っていて、今後指定

管理の特質でもありますけども、いろいろな部分の改善を求めていくという答弁を前回、去年い

ただいているんですよね。それが実質、さきほど古谷委員おっしゃっていましたけれど、どう改

善するのかやっているのかと、もう１回ちゃんと聞きたいんですけれども。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○総務課長  

昨年の協議については、ちょっと把握していない部分はありますが緑清荘に関しましては担当

する以前から、いろんな声を耳にしておりますので、その辺含めまして会食、それからまた入浴

の減とかですね、トータルで改めて協議させていただいて、なるべくその改善の方に向かうよう

な努力をさせていただきたいと思います。御理解頂きたいと思います。 

 

○池下委員長  

伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

すごいしつこいようで失礼なんですけど、同じような答弁になってしまうので、もちろん今回

変わったので、部署も変わったので、なかなか全部精査していくのはまだ時間がかかるのかなと

思うんですけど本当に、今後検討します。言っていきます。ではなくて、本当に実行しないと何

年経っても変わらないので、その辺の答弁はいいんですけど、しっかり内部で協議していただい

て、より良い緑清荘を作っていただきたいなと思っております。 

 

○総務課長  

はい、わかりました。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

６月定例会で指定管理及び委託の関係について、一般質問でもさせて頂いたという経過の中

で、非常に懸念しているのは町長答弁の中では、公募の段階。それに審査の段階、年次的な報告

の段階。通常的にはそう言ったものをしっかりやって、全て運営していますという答弁を頂いて

いるし、それぞれの施設指定管理、委託の関係についても概ねしっかりしたものがなされてい

る。そういった趣旨の答弁をいただいて。ただ、個別的課題もあるものや、また基本的な部分で

やはりちょっと考えなくてはいけないものについては、是正を行っていくとはっきり答弁をいた

だいている形で、それはやはり先程来、他の委員の方からもお話ある通り、協議を経た上である

一定の是正がなされて初めて結果として町民の皆さんや利用者に還元されていくという実態を

考えた場合、非常に担当部局としては、先ほど申し上げたとおりなかなか大変な相手いることで
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すから、緑清荘他の施設も含めてあると思うんですけれども、やはりこれだけ多くの町民が関心

をもつ、もう１つさっき会食の部分でいけば前段で申し上げた通り、飲食をできる施設とか、レ

ストランとか非常に限られているから町内でやる場合はそういう状況でも使わざるを得ない状

況の中に今、伊藤議員が言ったような過去の経過の中で落ち込んでいるという。そこの考え方で

すね、もう１回しっかりと方向性が、是正という方向性の中結果が出るような中で取り組みをし

ていただきたい。このように強く要請したいと思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○総務課長  

緑清荘に関しましては、指定管理の５年間が令和元年で切れます。そして新たな指定管理の選

定となりますけど、新たな５年間。今度次にどこが指定管理を受けるかまだ白紙の状態ですけ

ど、その５年間の中で変わったなと町民の方に思われるような形に持って行きたいなというふう

には、今考えております。 

 

○池下委員長  

他、いいですか。あの私の方からも一言言いたいのですが、毎年原課と各指定管理、いろいろ

とお話はされていると思うんですが、やはりですね、町民の話を聞いていますと、いろんな部分

で御指摘があるわけなんですよ。これはもうレストランだけじゃなくて、温泉部分、宿泊部分、

それとですね一番多いのが、従業員のマナー、接客態度。いろんなことが聞かされております。

ましてですね、道の駅、それから緑清荘。それから、緑の湯もそうですけども、やはり町の顔で

すからこの辺をただ話をするだけでなくて経営者との話だけではなくて、従業員の教育に関する

ことまでですね、やはり町が口を出してもいいじゃないかなというふうに私も思いますので、そ

こら辺を十分話し合った上で、改善してもらわないと意味がないということを十分議会でもこう

いう話が出ていますということを伝えていただきたいと思いますので、課長も変わったばっかり

で大変かもしれませんけれども、その辺を踏まえた上でやっていただきたいと思います。はい、

課長。 

 

○総務課長  

今頂きました各種意見も参考にさせて頂いて今後改善に向けて努力してまいりたいと思いま

す。 

 

○池下委員長  

他に、この件で。よろしいですか。総務課全般で何か質問があれば、お受けしたいと思います。

よろしいですか。それでは総務課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  

それでは企画政策課、口頭説明を入れまして４点ありますので、１項目ずつよろしくお願いし

ます。はい、課長。 
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○企画政策課長  

企画政策課でございますけども、記載の通り、協議、報告事項案件につきましては、４件を予

定してございます。１点目の商工会のポイントカード事業。それと２点目のプレミア付商品券に

つきましては、阿部主幹。３点目の普通交付税の算定結果につきましては半澤主査。４点目の緑

地域活性化のプロジェクトにつきましては、私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  

はい、担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは企画政策課の資料の１ページの方お開きください。商工会のポイントカードの事業と

いうことで御説明を差し上げます。この関係につきましては皆様も大きく関心のあるところでは

ないかと思いますけれども、昨年からですね、システム障害によりまして、商工会のポイントカ

ード事業の運用が中断しており、商工会のポイントカード委員会というのがございまして、こち

らの方で後継のシステムを選定、運用については協議を進めてきているところでございました。  

このたび、国の商工会の支援となる補助事業の採択と合わせて、それと消費税の引き上げ対策

であるキャッシュレス、消費還元事業の加入にも対応した形でポイントカードシステムの導入の

予定が概ね決まったということでご報告させていただきます。 

まず（１）ということで１ページですけれども、媒体の方式関係です。皆様大体このようなこ

とかなと思っておりますけれども、大体は２つございまして、ＩＣカード、スイカですとかそう

いったものの部分。それから今は２次元バーコード。ＱＲコードと言われるものがございます。

こういったものを用いたポイントカード、キャッシュレスの関係が今進めているところでござい

ます。店舗の方につきましては（２）の方にありますけれどもパットタイプの端末。こちらの方

に各種周辺機器を取りつけて読み取り等をしながら運用していくというものになります。 

大きい２番目の方になりますけれども、利用の概略になりますけれども、カード利用者とカー

ド加入店の端末、ポイントカード事務局。それから行政の方でもこれまで地域のポイントという

ようなものを、考えを持ってきておりまして図式にはこのような形の位置になるということでご

ざいます。カードをお持ちの方からチャージ、それからポイントの利用、そして使った場合につ

きましては利用分のたとえばポイントですとか、またチャージの付与というような形で、利用者

と右側のカードの加入端末という形なります。データセンターにつきまして現在はクラウドのシ

ステムということで、活用事業者の方のデータがここに集約されるという形にあります。それを

事務局の方、商工会にありますポイントカードの事務局の方では管理を行いまして、カード加入

者に対しましては現金の換価等とそれから、ポイントの精算関係を行う。それからそのポイント

を活用して、カード利用者に販売促進とかそういったイベント続きの付与関係を仕掛けていくと

いう形になろうかと思います。１番左下になりますけれども、地域ポイント仮としますけども本

町でもこのシステムに行政関係の連携、インセンティブですとか、そういった部分のこれまでの

部分に対しまして乗っていくのはどうかということで精査はしているところでございますが、こ

ういった形でこれも行政からポイント分の予算を拠出してポイントを囲うと。それを今度カード

の利用者、例えば検診ですとか、そういった部分への来場者の時には、そのポイントを出しなが
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ら利用者のカード保持者に付与していくという形の流れの中で使っていくという形になろうか

と思います。 

次の２ページの方を見て頂ければと思いますけれども、ポイントカードのこのシステム導入事

業につきましてはここにもありますけれども、国の方で（１）になりますが、商店街活性化観光

消費創出事業という形で、７月９日に採択を頂いたところでございますが、こちらにつきまして

現在の申請額としましては、総事業費で上に戻りますが２千 314万３千円という形で一応概算

が出ているところでございます。この金額につきましては対象経費に対しては３分の２という形

で補助の関係は決まっているところでございますけども、これから対象外経費等が精査されてい

くということであります。概ね現在の商工会の試算では１千 82 万１千円ぐらいが補助で頂け

るのではないかというところではございますけれども、ややこれから精査が入って、また絞り込

まれていくのかなというところでございます。現在は採択、それから補助金の関係の精査を行っ

ている最中ということで、ご理解いただければと思うとこでございます。 

それから４番目のキャッシュレス、消費者還元事業とこれはまた別な補助のメニューになりま

すが、これは 10月の消費税引き上げに伴いまして、消費の平準化策ということで、キャッシュ

レスで支払った場合にポイントがつくと。でこのポイントの部分の換価のお金につきましては、

この補助金で出るという形のものでございます。５％の還元。あとそれからチェーン店等とか大

規模なものにつきましては２％と提言になりますけれども、大きく利用者への還元がなされると

いうものでございます。この新しいポイントカードのシステムを、この事業に申請することによ

りまして、対象としていくという形で話を進めているところでございます。 

５番目、スケジュールの関係ですけれども、９日に補助金の採択がありまして、現在事業の精

査というところでございます。18日と書いているんですけれども、実は商工会から連絡があり

まして、明日 19日になるようなお話でございますが、このカード、それからポイントの名称で

すね、新たな部分の。これを新聞の折り込み、それから店頭周知等での公募を行っていきたいと

いうところまで話を聞き及んでおりますので、こういった形で、何とかポイントとか何とかカー

ドとかですね、そういったことの名称を決めていく。その名称をもって４番目のキャッシュレス

の消費者事業についての申請をしていくという形になります。その登録がなりまして手続きを進

めている最中になりますけれども、この後はポイント関係のハードウエアの面ですね。それの調

達を行っていくということで聞き及んでいるところでございます。先ほどもありましたけれど

も、キャッシュレス消費者還元事業ついての申請を行いましてキャッシュバック、ポイントバッ

クの関係を行っていくということでございます。それ以降は 10月１日までの間、機器の講習で

すとか各種、周知関係を進めながら 10 月１日を目途に運用を開始していきたいというところ

までは現在です。ただ非常に採択が９日にありまして、実は今週の 16日に事業者向けの説明会

がございました。そういったところからのスケジュールを読みますと非常にタイトであるという

ことは商工会、それから私どもも認識するところでございますが、なるべく順番に 10月１日に

向けて取り進めて行きたいと思うところでございます。またキャッシュレスの還元事業につきま

しては、10月の消費税の引き上げとあわせてスタート。そして期間としましては来年の６月 30

日まではいわゆる、その消費喚起といった部分の補助事業の実施期間ということになっていま

す。この部分について対応していきたいとこのように思うところでございます。ポイントカード

事業の現在の状況につきまして、説明は以上で終わります。 
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○池下委員長  

ただいま商工会のポイントカード事業について１ページ、２ページという中で説明がありまし

た。委員の皆さん、何か質問がありましたら。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

取りあえず着手したという形で、職員の皆さんのそういったご苦労等、本当に慰労したいと思

いますし、商工会の委員会の中でもですね、いろいろと議論があったと思うんですけども、なん

とか今、主幹の説明の中では 10月１日を目途としながら、非常にタイトな日程ですけれどもな

んとかそれに向けて努力されていると思うんですが、ただ何点かちょっと。 

まず１つは去年からの２年間、この一般質問の中でもお話しましたけど、止まっていた。それ

に対する年度当初予算ではなくして、わずかと言っては表現が非常に悪いですけど２千 300万

の事業、しかも消費の流失がどんどん進んでいるとかですね、そのポイント含めてファミリーの

関係がどうなんだろうっていう町民の不安とか、そういったこと含めてやはりしっかりとです

ね、今回新しく体制を作り直して進められたと思うんですけども、そういったスピード感があっ

た対応。それがやっぱり基本になるんじゃないかと。２つ目は商工会の中できっと 16日に説明

会っていうのは商工会内部の説明会の話なのか、それとも外部の補助金の説明会なのか、どち

ら。 

 

○企画政策課主幹  

計算書の説明会、札幌の。 

 

○古谷委員    

もう１つあるのは今回のこの新しいシステムの浸透、商工会内部の会員さんにですね、事業の

内容が徹底して周知されているのか。それから商工会の会員の中の、どの程度の店舗が実際に参

加してくれるのかという、その見通し。そういったものをまず１点目として役場として、どのよ

うに把握されているのか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今の古谷委員からの御質問でございますが、まず本当に２千 300万円というかなりの額の事

業ということで、このシステムが不具合により大変町民の方を含めまして、迷惑をかけたかなと

いうふうに認識しているところでございます。先ほど説明したとおり、やっとこの新システムの

導入に向けて補助金の採択になったということで、今後本当にスピード感をもって進めて行かな

ければならないということで 10 月１日を目途に、タイトなスケジュールとは認識してござい

ますが、それに向けて商工会と一緒になって進めて行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２点目というか、商工会会員への周知の関係でございます。現在このポイントカードの委

員会を中心にですね、この新システムについて話し合いを行っているところでございますが、会
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員の方におきましても、今後それぞれ周知を含めて行っていくところとでございまして、町がま

た商工会の方でニーズ調査等を行いながらですね、今現在の状況としては７割程度強の方が、こ

のシステムに参画してくれると言うようなことで今認識をし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  

非常に短い期間の中で、できるだけ多くの商工会の会員の方が、このシステムに参加いただい

た中で、しっかりと身近な商店街。地域住民の方も支えていくし、商工会の皆さんもしっかりと

消費者、町民に向き合っていくという事が必要になってくると思うので、その辺についてです

ね、委員会での議論ですとか協議というのは十分理解しているつもりなんですけども、やはり最

終的には、個店。それぞれの事業者がしっかりとこの事業の中身を受けとめて、ここに参加して

くるということが、やはり最終的なゴールだというふうに思っておりますので、その辺の取り組

みについてしっかりと商工会の事務局、その商工会の事務局も体制が非常にここ数年変わってき

た中において、どのような形の中で個店対応を行っているかと、見えない部分も私の分について

はあるわけなので、そこを先程、総務課の指定管理と同じように、人の土俵に入って行くという

のは非常に遠慮する部分があろうかと思いますけれども、当然今後町の予算を臨時会か何かで補

正しなければ議決できないわけであって、その対応も今後議長の方にきっと協議があろうかとい

うふうに思いますので、しっかりと町が支援していくという前提に立った場合の商工会内部の取

り組みについても加速化するように取り組みをお願いする。お願いというよりもしていかなけれ

ばならないというふうに感じますが、そういった今後の一連の商工会内部に対する働きかけをま

ずして、どういうスタンスで行くのか。それからもう一度、補正予算に伴う措置をどのように考

えておられるのか併せて御説明を願いたいと思います。 

 

○池下委員長  

伊藤課長。 

 

○企画政策課長  

１点目のこの新しいシステムの個々の店への周知の関係でございますが、今委員おっしゃられ

たとおり、商工会の方から個店への働きかけを十分にやっていただきまして、内容等を十分理解

した上で、多くの個店の方が参画してもらうのが必要かなというふうに思っておりますので、そ

れに対しまして町としても同じように商工会と連携とりながら十分働きかけを協力していきた

いというふうに認識しているところでございます。 

２点目後段の部分でございますけども、これ事業費の関係でございます。補助が採択になった

ということで、商工会の方からも要望額の方、きている所でございます。現在考えているのが 10

月１日ということもありますが、今現在は９月の議会の補正ということで対応の方は今のところ

予定をしているところで御理解を頂ければなと思います。 

○池下委員長  

古谷委員、いいですか。 
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○古谷委員  

はい、いいです。 

 

○池下委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

今、補正の話しも出ましたけれども、仮の議決はまだ得られていないからあれですけど、商工

会に対してそういう部分で支援を出すとなると、やはり大きな問題が１点あるのかなと。これは

各個店に周知徹底するというその商工会の動きと、やはり生鮮食品を扱っているスーパー、まあ

Ａコープですけれども。そのもの自体が、このポイントカード事業に参画するのかしないのか。

ここが１番ボトルネックというかな。まず商工会にはおそらくＪＡさんは加入していると思うん

ですけども、このポイントカード事業に対しての、あそこはホクレン商事の運営母体で、あそこ

自体も単独でポイント制度あります。そこら辺の共通認識というか、情報交換されているのかい

ないのか。過程として今どのような段階まで話し合いが持たれているのかというところだけ、ち

ょっと説明願えると。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

ただ今のご質問でございますが、ＪＡホクレン商事との関係でございますけども、これについ

ては７月９日にこの事業が採択になったということで、これからの話し合いかなというふうに町

としては認識しているところでございまして、今後その辺も重要な部分になってくるのかなとい

うふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

あの、かなり重要ですよ、これ。やはりスーパーがない中で町民の購買は、今現時点では購買

力を他に外部に出すという部分、いかにこの事業の本質から言えば、やはりそういうところのホ

クレン商事さんなりが参画していただかないと、やっぱりどうなんだというのがありますから、

いろんなハードルはあると思いますけども、そこら辺、懇切丁寧にＪＡも交えた中での協議がも

たれる方向性をもって進んでいた方がいいんじゃないかなと、ちょっと思ったところなので、こ

れからっていう、ちょっとまたいろんな意味、本当に 10月スタートの中で可能なのかどうなの

か。そこら辺、部署内でも検討されているのか。あるいは商工会も実態を把握しているのか。そ

こら辺もし情報があれば、今お聞かせ願えればと思うんですけれども。 

 

○池下委員長  
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課長。 

 

○企画政策課長  

今の部分につきましては、正直な話実態についてはまだ把握していない状況でございます。た

だ今言われた御意見等ですね、大変重要なことという認識をしておりますので、今後その辺もで

すね、商工会に話ながら進めていければなというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

関連した部分なんですけれども特に最近企画サイドの事業ですが、よく制度設計という言葉を

使われたり、関係者の意見を十分ですね、聞いた上でというお話があるわけですが、今前中委員

がお話した通り、昨年来こういった事がおきていて、しかも今回こういった消費税の関係や新し

い方向性に取り組んでいくとわかりながら、やっぱりその俯瞰している所が内部だけしか見てい

ないというか、結局今言ったＪＡ、Ａコープですとか、その地域実態に合わせた中でしっかりと

制度設計がされていっていないんじゃないかという不安が常につきまとっていて、目先のことだ

けではなくして町全体の仕組みの中で、制度設計っていう言葉を使うのはいいんですけれども、

非常に安易に使われてですね。やはり今回も今言ったように消費者の町外流出という形の中で特

にコープさっぽろですが、具体的に名前を出すのは非常になんですけれども、そういったものや

斜里、網走、商圏で行けば、中標津、北見まで含めた中も消費動向っていう形については、明ら

かに商工振興計画をつくる、計画段階のアンケートとかああいったものについてもしっかりあら

われている。何のためのアンケートをやったのか。町も支援して行ってきた計画の中において当

然町が諮問して委員会を作って答申を受けた。結局、計画書が出来てくると、根本的な原因をど

のように解決していくかという所も具体的な取り組みの仕組みづくりの中において、制度設計、

制度設計という言葉は使われているけれども実態と乖離した部分で物事が進んでいく危険性、リ

スクがはらんでいるという事をもう１回しっかりと認識される必要があるのではないか、このよ

うに思いますが新しく担当課長、担当主幹が変わったばかりだと思うんですけども、その辺どう

捉えられて、今後取り組んでいかれるのか、それについて答弁をお願いしたい。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

今の古谷委員からのご指摘というか御意見でございます。町側としましてはですね、本当に外

部団体も含めまして、当然丸投げではなくて町としての役割をきちんと把握する中、きちんと制

度設計する中ですね、ほんとに具体的に取り組みが進められるよう、今後より一層関わっていか

なければならないというふうに認識しておりますので、その点今の御意見等も参酌しながら今後

進めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解頂きたいと思います。 
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○池下委員長  

他、ありますか。商工会のポイントカード事業に関して質疑がなかったら２点目いきたいと思

いますがよろしいですか。それではプレミアム付き商品券について説明をお願いします。はい、

担当。 

 

○企画政策課主幹  

３ページになりますが、国の消費税引き上げに伴います、プレミアム付き商品券の関係、御説

明差し上げます。プレミアム付き商品券は本年 10 月からの消費税引き上げに伴う消費平準化

対策ということで、国が低所得者及び子育て世代向けに行う商品券の販売事業ということになっ

ています。１番ですけども、購入対象者ですけれども、まず１つとしまして住民税の非課税の方

ということで、まず挙げられております。その中でも対象外ということになりますけれども、住

民税が課税されている方に扶養されている方は除かれます。それから生活保護等の受給者の関係

は除かれるということで対象から外れる方もいらっしゃるということで、非課税者の人数分が対

象ですよということがまずそういうふうになってございます。子育て世代２８年の４月２日、そ

れから今年の９月の末までにお生まれになったお子様がいる世帯の世帯主が対象という事にな

っておりまして、この場合にはお子様の人数分が対象ですよと。世帯の方に御案内をして、そこ

にいるお子様の人数分が購入できる対象の要件ですよという形でなっている所でございます。 

２番目の購入額面になりますが、１人当たりで最大２万５千円分使える商品券。これは町内で

の加盟店等が使える形になるかと思います。こちらを２万円で購入できますよと。最大ですね。

ということで 25％のプレミアがついているというような仕掛けになってございます。購入単位

は５千円分を４千円で買えますよというのが１番アンダーな部分になりますけれども、それを組

み合わせて、２万５千円まで購入がいただけるという形になっております。スケジュールですけ

ども、このどうしても各世帯等の所得の関係とかのことがございまして、国の方の通知にあわせ

て行ってきたスケジュールでございます。現在まで６月 21日、本町の住民税等の関係の確定が

出されたところから御案内を対象となり得るのではないかという方について、一緒に御案内を差

し上げています。ですから各住民税等々の御案内と合わせて今回のこの国の商品券制度、該当に

なるやもしれません。まずは申請しなければ始まりませんので、そういった部分で御案内を対象

になるかもしれませんのでお読みくださって申請ないしお問い合わせくださいという方の対象

がいらっしゃいます。概ね 760件ほどになっているところでございます。ただこの中からもち

ろん少なく内数ですけれども、それから４月１日にはこの関係、商品券の引き換え、それから換

金の関係につきましては、清里商工会と委託契約を結んでおります。こちらの方で商工会の方で

各種換金、それから周知。そして券の販売という形の委託を行っていると。現在の取り組みです

けれども、まずは取り扱いの商店。これは商工会の店舗が軸となります。それから先程ちょっと

ポイントカードでもございましたが、そのほか商工会の会員以外の方でも、この商品券を使える

形の取り組みをということで商工会に動いていただいている最中でございます。それから商品券

の印刷、偽造防止等を含めた形での印刷。それから札弦・緑の地域の販売につきましては、これ

までの協議から札弦、それから緑の郵便局の方で地元で販売ができるということで、申請書から

流れとしましては買ってもいいですよという購入の予備券をお渡ししますので、それをもって買

っていただけるのは町場でいくと商工会。それから札弦、緑におきましては郵便局ということ

で、これも事業としましては、商工会から再委託が認められておりますので、この流れで郵便局
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での販売が可能という形で進めているところでございます。９月上旬にはこの非課税世帯の対象

の方につきましては対象になりましたという事で申し込みがあった方について、引換券を送る形

になります。あわせて出生関係を取りまとめた最中でございますけれども、子育て世代は同じく

して購入引き換え券の方を送っていくという形であります。子育ての方につきましては基本的に

要件とかはございませんで、あの出生関係と合わせた形で送っていくという事で差し上げたいと

思います。その後個人の最終的な判断になりますけれども、購入をしていただいて、その後 10

月１日からは１番最下段になりますけども、来年の３月 31 日までの間で適宜この商品券を活

用していただくという形になっているところでございます。商工のお店の方からは適宜、商工会

の方にその件を換金して事業を終了という形の流れの一連のですね、このプレミアム商品券、こ

ういった形で本町進めている所でございます。説明は以上です。 

 

○池下委員長  

ただ今プレミアム商品券について説明がありましたけれども、何かご質問があれば。はい、岡

本委員。 

 

○岡本委員  

子育て世代の部分ですけども、2016年から 2019年９月 30日までに生まれた子供がいな

ければ他に子どもがいても対象にならない。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

先程説明したとおりですね、この 2016年、平成 16年の４月２日から 2019年の９月 30

日までに生まれたお子さんがいる世帯ということで、あくまでここが対象ということになってい

る事業でございます。 

 

○池下委員長  

はい、岡本委員。 

 

○岡本委員  

ここで対象でなくても子どもがいても駄目だということ。この部分で出生してなければ。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

お子さんがいても、ここの該当する歳のお子様がいる世帯ということになります。 

 

○池下委員長  
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いいですか。 

 

○岡本委員  

わかりました。 

 

○池下委員長  

勝又委員。 

 

○勝又委員  

さっきの 760件というのは上の方の住民非課税の対象の。子どもも含めて。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

760 件の内訳としまして、住民税非課税者と言いますか、世帯が 650 名。そして 28 年の

４月２日から令和元年９月 30 日までに生まれた子が属する世帯が 110 世帯。合わせて 760

ということでございます。 

 

○勝又委員  

はい、わかりました。 

 

○池下委員長  

他に。伊藤君どうぞ。いいですよ。 

 

○伊藤議員  

ありがとうございます。１点だけ確認だけさせてもらいたいんですけど、今回国の事業です

が、この 25％プレミア部分はいいんですけど、これを事業を行うことによって、事務費という

のはかかりますよね。この事務費というのは町が全額持ち出しという形になるんですか。それと

も国なんですか。 

 

○池下委員長  

担当。 

 

○企画政策課主幹  

全部、今回につきましては 10分の 10ということで来ておりまして、既に事務の委託を商工

会で行っております。契約額では今年度ですけど、580 万円ほど。これを契約結びまして、そ

の中には本町のプレミアムの給付分と換金分も全部持たせているんですけども、いずれにしても

ＰＲ関係とか、これから町内の例えば使えるお店ですよと。そういった事務費につきましては

10 分の 10、国の方からおりてきているという形になっておりますので、国の事業ということ
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で町が設定して受けているということで御理解して頂ければと。 

 

○池下委員長  

伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

もう１回確認するんですけど、10分の 10はわかりました。要は町からの手出しは一切ない

という事で理解していいですか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長   

このプレミアム付き商品券の事業としては町の持ち出しはないというふうに考えているとこ

ろです。 

 

○池下委員長  

いいですか。前中委員。 

 

○前中委員  

今関連質疑になると思うんですけど、商工会から郵便局に対する再委託ですけど、そこは実費

的なものは発生するんですか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

その分については商工会と町としては委託を結んでおりまして、また商工会と郵便局というこ

とでその分も含めて経費については入っているというところでございます。 

 

○前中委員  

わかりました。 

 

○池下委員長  

ちょっと私の方から１点聞きたいんですけれども、５千円単位でしか買えないということです

か。１千円単位とかそういう単位じゃなくて、５千円が１口という考えなんですか。 

 

○池下委員長  

課長。 
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○企画政策課長  

500円の 10枚で５千円というようなことになっております。 

 

○池下委員長  

そしたら例えば３千円分欲しいとか、そういうことにはならないということですね。ならない

と。５千円ずつ区切りで。 

 

○企画政策課長  

そうですね。５千円ずつ区切りという。 

 

○池下委員長  

わかりました。ほか、よろしいですか。それでは３点目。令和元年度普通交付税算定結果につ

いて説明をよろしくお願いします。はい、担当。 

 

○まちづくりＧ主査  

それでは私の方から令和元年度普通交付税の算定結果について御説明を申し上げます。４ペー

ジをご覧ください。算定概要についてご説明を申し上げます。まず１番上の交付額でございます

が、令和元年度の交付額につきましては 23億１千 875万９千円の算定となってございます。

前年度の交付決定額であります、22 億５千 70 万円と比べまして６千 805 万９千円の増額。

前年度比といたしまして 103％となってございます。 

次に２番、交付税算定の内訳でございます。まず基準財政需要額でございますが、これは行政

運営のための財政需要を一定の方法により算定した額でございます。また基準財政収入額とは、

税収入の見込みに、地方譲与税などの交付金を加えまして一定割合により算定された額となって

ございます。この基準財政需要額から基準財政収入額を差し引きました、財源不足分といたしま

して普通交付税で措置されるという仕組みになってございます。それでは基準財政需要額の欄を

ご覧ください。前年度から増加した項目の増加額は８千 147万４千円でございまして、小学校

費におけるスクールバスの運行開始による増、児童数の増、社会福祉費における保育所児童の１

歳児と２歳児の増。過疎対策事業債の起債償還額の増などが主な増額の要因となってございま

す。またその下の、前年度から減少した額といたしましては、４千 624万円でございまして内

訳といたしましては道路橋梁費における起債償還額が減少したことによる交付税の措置額の減。

高齢者保健福祉費における介護サービス受給者数の減などが主な減額の要因となってございま

す。令和元年度の基準財政需要額は合わせまして 29 億４千 356 万９千円となってございま

す。続きまして中段の基準財政収入額の欄をご覧ください。前年度からの増加額は１千 712万

３千円でございまして、森林環境譲与税の新設及び自動車税と軽自動車税の環境性能割の新設に

よる配分額の増。町民税所得割の農業所得の増などが主な要因となってございます。また前年度

からの減少額は１千 500万５千円でございまして、自動車取得税交付金の環境性能割の新設に

よる科目替えに伴う交付金の減少などが主な要因となってございます。令和元年度の基準財政収

入額は５億４千 227万４千円となってございます。 

その下の臨時財政対策債ですが、これは国の交付税の財源調整ということで８千 685万６千

円となってございます。前年度からの減少額は３千 62万３千円となってございます。次の錯誤
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額につきましては普通交付税の前年度以前交付分の数値の修正でございまして、需要額が６５２

万１千円の増。収入額が 32 万１千円の減となってございます。１番下の調整額につきまして

は、全国的に交付税の総額の予算に合わせるための調整額となってございまして、252 万２千

円となってございます。以上のとおり算定いたしました結果、令和元年度普通交付税交付基準額

といたしましては 23億１千 875万９千円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  

ただいま担当の方より、地方交付税について説明ありましたけれども、委員の皆さん、何かあ

りましたら。特にないですか。 

それでは４点目、口頭説明でありますけれども、緑地域活性化プロジェクトについて説明をお

願いします。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

企画政策課４点目の緑地域の活性化プロジェクトの関係でございますが、口頭での説明をお許

しいただきたいというふうに思います。この緑地域の活性化プロジェクト事業でございますが、

昨年の 11月より緑地域の住民の方によります、地域協議会的な団体を組織し、また地域おこし

協力隊も採用しながら、また町としても参画しながらこのプロジェクト、緑町の今後のあり方、

活性化について協議をしてきたところでございます。本年６月まで 13 回ほどこのプロジェク

トの開催をしているところでございました。このプロジェクトの中では２つ大きなテーマが絞り

出されたというか、途中経過では話をしてきたところでございますが、１つ目が緑に住んでいる

方々が緑を離れず、いつまでも暮らしていける環境の確立。それからもう１つが緑を良く思って

住んでくれる方を呼び込むための意欲の確立と。この一応２本をテーマというか、これをもとに

協議を進められて来たということで聞いております。認識をしております。ただですね、この協

議を行ってきた上で、委員間の考え方に大きな相違等ありまして、隔たりが生じまして、このプ

ロジェクトがまとまらなくなったということで、先月の６月にこのプロジェクトについて解散と

いいますか、中止というふうになってございます。このプロジェクトの解散中止によりまして地

域おこし協力隊として来ておりました方につきましても緑の活性化プロジェクトのために、来て

もらって採用したという経過がございまして、本人との話し合いの結果、７月末日付けで退職す

ることになったところでございます。ただこのプロジェクトにつきましては終了、中止となって

おりますが、緑地域の活性化につきましてはですね、当然何もしないことにはなりませんし、早

急に進めなければならないというふうに認識をしてございます。現在については検討中でありま

すが、次の新たな手をスピード感をもって進めて行かなければならないというふうに事務局では

思っているところでございます。以上です。 

 

○池下委員長  

ただいま課長より緑地域活性化プロジェクトについて解散をしたという旨の報告がありまし

たけれども、約１年弱ですね、１年も経っていないですけれども、１年弱、半年以上は色んな会
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議等を手がけてやってきたわけですが、今回 13 回の会議をもって空中分解をしたということ

で聞いておりますが、はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

空中分解かどうかはわかりませんけれども、残念ながら頓挫したという形で理解したいと。前

回の常任委員会で私、質疑させていただいて３月末に緑の代表者が町長に対して何らかの形でで

きたものを出したという形は緑の方から聞いていて、それについては前任の課長、副町長より、

あくまでも事務的な報告であるという話。そして７月中には、ある一定の方向性について議会に

しっかりと報告をするというですね、そういった答弁をされていたというふうに記憶している。

非常に町の立場と今回の活性化をある意味では地域に丸投げしたと言ったら言い方は悪いでし

ょうけど、しかも地域おこし協力隊を事務局にして彼に丸投げをしていた。その中でいろいろと

人間関係やいろんな不協和音の中で最終的にはまとまり切れなかった。町の立場でどのような評

価をして、どのような責任というものを感じておられるのか、まずそこからお伺いしたい。当然

調査に伴う部分で視察もされたというふうに聞いておりますし、それに伴う部分とかそれに関す

る分の予算もしっかりと町が支援をしてきたという経過もあると思います。ただ解散しましたと

か、もう１回仕切り直ししますというだけでは、私としては理解しがたい部分があるんですけれ

ども。町の立場としてどういった形の説明責任はこれまで果たしていくのかという事について変

わったばかりで非常に申し訳ないんですけれども、現時点で課長から答えられる範囲で結構です

ので、今後またいろんな部分で緑に対してはしっかりと支援をして行かなければならない立場に

なりますので、そういった整理を１つ１つして行かなければですね、やはり前へいかない部分も

沢山あろうかと思いますので、現時点の担当課長としての、主幹でも結構ですけども、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  

ただ今の御質問でございます。このプロジェクト先程言ったとおり、11月から何度もこのプ

ロジェクトで協議をしてきたところでございまして、当然、地域おこし協力隊の方については事

務局的な立場で入っていただいたりとか、またコンサル的な団体にも入っていただいて進めてお

りましたし、町としてもこの委員会に参画する中、きちんとこの委員会には全委員会に当然参加

しておりますし、その中で町としての助言であったり時にはブレーキかけたり、時には意見を言

ったりということで決して丸投げしたわけではなくて参画してきたというふうに認識をしてき

ているところでございます。ただあのほんとにこのような形で、大事なプロジェクトが中止。プ

ロジェクト自体が解散してしまったことにつきましては、町としても今後の本当に関わり方。こ

のプロジェクトに関すること、また地域の活性化への町としての関わり方についてはですね、改

めてどのような形で進めていくのかというのを本当に反省しなければというか、ある意味では反

省。今後どのような形で参画していくのがいいのかときちんとし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して、本当に回答にはなっていないかもしれませんけ

ども、今後もきちんとした中で町が関わりをもって、今後手法的には、また正直な話、地域おこ
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し協力隊を参画させるのか、町が主導を取るのかということを申し訳ありませんが、未定の段階

ではございますが、当然スピード感をもって、この緑の活性化またひいては札弦、それぞれの地

区、また清里全体的に関わっていく問題かなというふうに認識しておりますので、ほんとに町と

しての関わり方を十分にきちんと見極めながら関わっていきたいなというふうに思っていると

こでございます。 

 

○池下委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

言葉尻で非常に申し訳ないと思うのは、その言葉。丸投げという言葉を使ったのは申し訳ない

と思っていますけれども、逆に言えばしっかり参画していたんだ。町の予算を投じながら、しか

も外部コンサルを入れてやったプロジェクトがこういった形で解散というのは過去に１つも例

がないのではないか。当然公費を投入してきた。それに対しての町の参画したという部分におけ

る責任という部分については、どのように捉えているのかがまず１つ目。それと２つ目としては

地域協力隊の募集のあり方、役割のあり方ですね、当然成功報酬的な形の中で、ある一定の予算

をその人材の確保のために町は予算を投資しているわけですよね。そういった中でそれに適した

人材をいろいろと非常に従来と違ってしっかりと公募する団体。採用する団体に委託料、多額の

委託料を出資して、そこで採用した人材ですよね。そういった中において、今回のような形で、

２ヶ年の任期の途中。しかもほぼ半年で辞めていかれるという。地域おこし協力隊の位置付け。

今回の町政執行方針でも、地域協力隊をサポートしていくというような表現をされているんです

けど、極めて違和感を感じるわけなんですけれども、そういった地域協力隊の位置づけ。現在も

う１名いらっしゃいますけれども。それを町としてはどのように捉えておられるのか。この２点

についてこれも伊藤課長変わったばかりで非常に申し訳ないんですけども、どのように現時点で

は捉えられているのか、それについて御答弁願いたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

まず１点目の今回のプロジェクトが途中で止まってしまったというか,その町の責任の関係で

ございます。町としても先ほど言ったとおりきちんと委員会の中に参画する中、行ってきたとい

うことがありまして、ただ先ほどから言っている通り、６月でこのプロジェクトが解散というこ

とで、当然ある面では町としてもきちんとこのプロジェクトに参画できてない部分も、もしかし

てあったのかなというふうには捉えておりますけれども、その辺ですね、また今後十分に分析と

いいますか、結果をですね、しっかりと分析する中臨んでいきたいというふうに考えておりま

す。それから地域おこし協力隊の関係でございます。今回の方につきましては、緑地域の活性化

の部分で募集をしたという経過がありまして、今回このプロジェクトが中止によって今回帰って

もらうというか、本人との話し合いの中ですね、退職をすることになってしまいました。今後、

今現在、地域おこし協力隊は観光面で１人いるということでございまして、それらのサポートと
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いうことでございますか。これについても地域おこし協力隊につきましては地域、都市部から過

疎地の方に来まして、それぞれの地域協力の部分ですね、協力をしている方に来てもらっている

というふうに認識をしておりますし、今後もですねどういう形で地域おこし協力隊を町として今

後進めていくかとういのも、またその辺も実はちょっと未定の部分がございます。今後の部分も

ありますけれども、他の地域ではきちんと地域おこし協力隊をまちづくりに、町づくりに参画さ

せている町村もありますし、その辺も見極めながら今後この地域おこし協力隊につきましてです

ね、本当に今現在もおりますし、当然町としてのサポートも必要だというふうに考えてございま

すので、それら協力隊の部分も含めて今後の在り方を十分検討してまいりたいというふうに思っ

ているところでございます。 

 

○池下委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

これ以上どうのこうのじゃないですけれども、やはり緑地域の活性化。活性化が正しいのか、

それとも安心して暮らせる町がしっかりとされる仕組みを構築するのが最優先なのか。非常に考

え方があろうかと思いますけれども、その辺のやっぱり総合計画をまた丸投げと言ったら怒られ

ますけど、先延ばしにするのではなくして現実的に昨年アンケート調査をやったり、先進地を見

たり、その結果については全然フィードバック、理解もされていないという実態。そしてこの今

回それが解散する経過についても今日初めてであって、その経過についてもしっかりと検証され

て報告すべきものは報告した中において、今後のあり方、しっかり構築をしていただきたい。先

程申し上げた通り、制度設計という言葉を最近よく使われるようですけれども、そんなに簡単に

制度設計というのではなく、現状の把握とか現状の認識というところが原点であって、ただ単に

仕組み、制度を作る。制度設計しましたという話で事が進むと思わないし、逆に言えば今回の緑

地区の一連のこういった流れを見ると、住民間同士の不信。行政に対する不信。それを増してし

まったという１つのこれは大きな出来事ではないか。これをもう１回回復して、ゼロベースに戻

してもう１回限られた人数ですから、もう本当に限られた住民しかいらっしゃらない中におい

て、こういった事案が生じたということについては、行政としてもしっかり受けとめていく責任

を持って住民の皆さん向き合って何らかの緑に対する対応を行っていくということが必要だと

いうふうに感じておりますが、その点について再度、課長の説明を求めたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今回のあのプロジェクトの関係でございますが、議会にですね、昨年の確か 12月に１度途中

経過みたいな形で報告をされていたのかなというふうに過去の記録では把握しているところで

ございます。その後、今言われたとおり途中経過なり検証状況についての説明がなかったのでは

なかったかということでございますが、今後それらも含めまして、この活性化に限らずいろんな

面で報告できるものについては、きちんと議会にも報告していければなというふうに思っている



‐24‐ 

 

ところでございます。いずれにしましても、今後この緑地域の活性化につきましては先ほども言

いましたが何もしないことにはならずですね当然、早急に進めて行かなければならないというふ

うに認識しておりますので、今後ほんとに町主導で行うのかも含めまして、地域の住民の方とも

十分に話し合いを持ちながら、また仕切り直しみたいな形になってしまうかもしれませんけど

も、早急に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  

いいですか。 

 

○古谷委員  

私はいいです。 

 

○池下委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

今説明の中で再三その解散だとか、緑活性化プロジェクトに対する協議会の話ですけども。解

散だとか中止だとかという言葉が出たんですが、実質このプロジェクト協議会自身は解散でいい

んですか、受け取り方は。中止なんですか。そこの点だけ確認したいんですが。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

この昨年の 11 月から行ってきたこのプロジェクト自体は、１度解散ということでご理解頂

ければと思います。 

 

○前中委員  

そしたら解散ということで今理解しました。ということが理由で、この今回、今、古谷委員も

おっしゃったように成功報酬型のリクルートを通じての募集だったかなと。町の予算を割いて、

支援員の募集がなかなかままならないということで、そういう形で予算計上されたと僕の中では

記憶していますけども。本来これは民間ベースで考えれば、ある程度の２年の雇用の中の契約期

間がありますよね。たまたまそういう部分のこのプロジェクトが解散、確かに理由はわかります

けれども、あくまでも緑地域の活性化業務という形で募集をしているとなると、今後とも町とし

ては緑地区の肝いりで、この活性化プロジェクトに近いような活動はスピード感を持ってやらな

い中で、今回その募集した地域協力隊員の立つ位置というか。まだ発揮できる場面があるんじゃ

ないかなと。これは単純に僕は中を見てませんから言えませんけども。そもそも解散理由そのも

のが一切説明ありませんよね。何だったんですか、これ。中では代表の方が変わったという事案

がありますけども。この事に対してもしっかりとわからない。ましてや町政執行方針の中でも、

たびたび緑地域の活性化という問題が常に１丁目１番地として町長もおっしゃっているんです
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けども、こういう形になってくるとまた新しい活性化に対する取り組みをやりますという形で、

また同じようなアドバルーンを上げて 100％行政主導でという理解で進むのか。いや、また新

しい地域協力隊を募集してやりますとか、そういう話になるのか。ここら辺をしっかりと説明す

るというのは必要じゃないかと思うんですけど。課長自身も変わったばかりですけども、ここら

辺、本当に懇切丁寧に説明しないとどちらも何か良い思いができないんじゃないのかなと。そこ

ら辺どのような理由なのか。その今回採用した支援員が自己依願退職なのか、全くもって離職勧

告じゃないですけども、そういう形でないから離職してくださいって話なのか。ここら辺全く今

の説明は解散ですから協議の上、合意の上で辞めますっていうふうな説明だった。本当にそうな

んですか。そこら辺ちょっと２点、ちょっとわからない部分ですけども。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

わかる範囲でといいますか。今の前中委員からの御質問でございますが、まずこのプロジェク

トの解散ということでございますけども、これについては先ほどから言っている通り、11月か

ら 13回ほどですね、委員会等を行ってきたところでございますが、その中で色んな委員会側か

らの意見等も踏まえて色んな御意見とか出ておりましたが、その中で委員会の委員の例えば脱退

ですとか、また代表者の方の変更もございました。それら委員の方たちの間の意見等、活性化に

ついて協議する中での協議の場で意見等が食い違ってまとまらなかったということで、このプロ

ジェクトが実はなくなったというか、解散というような運びになったわけでございます。また協

力隊につきましては、昨年の 11月からの今年の３月まで、そしてまた今年の４月から一応、来

年の３月いっぱいまでの任期で契約をしていたわけでございますが、緑の協力隊はこのプロジェ

クトのために来て頂いた。緑の活性化のために来て頂いたということで、このプロジェクトが解

散したということで、本人との話し合いの中で今回、東京の方に戻られるということになったわ

けでございます。実はまだ正直、任期もあったということがありまして、町側からは例えば違う

業務、施設の管理等含めまして何か違う業務でもというお話を実はして残ることは。ということ

はお話もした経過がございますけども、本人との相談なり話し合いの結果ですね、今回帰られる

ことになった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。今回そういうような形に

なったことも含めてですね、今後、地域おこし協力隊のサポートも本当に先ほどから出ておりま

すけども、関わり方も町としてもきちんとして行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ので、ご理解頂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  

そのサポートっていう言葉がたびたび出てくるんですけど、協議会中で不協和音が出て、地域

に住まわれている方がその会議から出るだとか、脱退しただとかという時に、そこがしっかりと

行政としてサポートするのが僕の意見ですけども。それをただ辞めたばっかりのままで、なかな
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か調整能力が発揮できない。本来であれば別に地域協力隊がサポートするわけじゃなくて、行政

側からしっかりとその不協和音を結びつけるような部分をやっぱりやっていただかないと、もう

全てこう行政サイドで任せた中で、不協和音になった時、いや行政はただその会議の場で押し問

答もない中で終わっていたのか、どうなのかわかりませんけれども、どうもそういう事があった

んじゃないのかなと。推測ですけどね。やっぱり本来であれば、そういう時にしっかりとサポー

トっていう言葉は言いませんけど、地域に寄り添う形が行政がどういう形があるかってなると、

何とかできる術というか業務があったんじゃないかとそう思いますよ。ましてや地域支援の人が

それを接着剤のごとく、その不協和音を結びつけるということは僕はできないと思います。まし

てや地元にいるわけではありません。ある程度の成功報酬という中で１つのビジネスモデルとし

て彼らは入ってきていますからね。だからそこら辺も、やはりこの地域協力隊員というのは常に

一般質問でもいろいろと昨年の 12 月も議員からあった通り、本当にどういう形で取り込むか

ということ、本来やっぱり真剣に考えていかないと、どうもここにきて失礼ですけども、４名の

中で今までの２名の方も移住定住という１つの総務省の括りにありますけども、なかなか移住に

結びついて企業化されていない実態。そこら辺の反省をどのようにしているのか。大変この場で

恐縮ですけども、やはりこれ猛省する部分もあるんじゃないのかなと。そこら辺もう一度、行政

としての立つ位置をしっかりと持っていただきたいと思うんですけども。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

今、前中委員から言われましたこのプロジェクトの関わり、また地域おこし協力隊への関わり

ですね。本当に今まで４名の方が本町に来ていただいて、地域協力みたいな形でいろんな観光

面、その他まちづくりについて関わっていただいたというふうに認識をしております。  

今現在、起業までには結びついておらず、現在働いている方、また過去来られた方については

フリーで今いろんなツアーガイドなどで働いているというか町内に残っていただいているとい

うふうに理解はしてございますけども。今後ですね、この地域おこし協力隊の関わり、今後本当

にどうして行くかというのは、まだ正直な話、未定と言ったら申し訳ございませんが、本当に町

としての関わり方を十分に本当に今までの経過を踏まえまして、今後どういうような形で地域お

こし協力隊をまちづくりに活かせるかということを十分に検討した中で、今後進めて行ければな

というふうに思っているところでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 

〇前中委員 

もう１点すみません、長くなり。今現在までその地域プロジェクトで出た、ある程度の要約的

なものだとかが、今行政の中にあると思うんですけども、これは説明できるできないはあります

けども、これは公開できるんですか。何もないんですか、それとも。 

 

○池下委員長  

課長。 
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○企画政策課長  

今まで出た、この緑地域の活性化プロジェクトの内容でございます。冒頭の説明の中でも本当

に若干だけ触れましたけれども、何度もこの会の中で話し合った結果ですね、一応緑に住んでい

る方々が緑を離れず、いつまでも暮らしていける環境の確立ということで、緑に住んでいる人の

生活の面をですね、十分現状分析をしながら考えて、今後の解決策を見出していこうという部門

みたいなところ。それからもう１つが緑に意欲を持って住んでくれる方を呼び込むための魅力の

確立ということで、どちらかと言ったら移住・定住の部分。観光の部分ですね。この中には緑小

学校の活用の部分も入っているというふうに聞いてございますけども、それらの２つの部門を立

ち上げまして、部門ごとに話し合いが持たれていたということで、聞いているところでございま

す。それぞれの部門におきまして、実際に今後どうして行こうか。例えば緑地域の活性化の拠点

はどこだとか、そういうことを具体的な部分が入った段階でいろんな委員会の中、またそのプロ

ジェクトの中で問題点が生じて今回立ち行かなくなったということで解散をしたということで

話を聞いているとこでございますので、今話せるのは、そこぐらいかなというふうに思っており

ますが、ちょっとすみません。手元に資料がないのであれですけども、そのような形で。 

 

○前中委員  

そのポイントの要約した部分もすべてリセットするということで僕ら理解していいんですか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

この 11月からのプロジェクトについてはですね、先程言った通り、解散ということにはなっ

てございますが、当然緑地域の今回、この委員さんには自治会の方、また地域の会社の方、ほん

とに約 10名ほどですかね、参画しておりますし、当然その方の意見というのは、緑地域に住ん

でいる方の御意見ということは把握してございます。それら意見については、このプロジェクト

自体は解散はしますけども、それぞれが出た課題ということでは課題であり、今後必要なこれら

の課題を解決していかなければないというふうに認識しておりますので、当然その部分について

は今後の活性化の部分ではですね、当然それらを生かした中で今後の活性化に向けて進んで行く

必要があるのかなというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

基本的に地域おこし協力隊の制度を活用していく主体は採用の主体も町だという形をもう一

度認識される必要があるのではないのかなというふうに思っています。それから途中経過等につ

いて、ある一定の町の予算をきちんと使ってやった調査だとか、住民のアンケート調査をやっ

た。ある一定の方向については１回中間報告をなされたということについては、最大限そういっ

た経過については議会に対しても報告されるべきというのが行政として当然のことではないの
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かなというふうに私としては認識します。それから、３点目ですけれども、やはり地域おこし協

力隊のあり方みたいなところについて、これは全国的に成功例と失敗例というのが非常に顕著に

出ているというのは事実ですし、しかも今回は成功報酬という形の中で、特別なプロジェクトと

いう形の中で採用されたというふうに聞いておりますけれども、現実的に緑の地域課題というの

は別に協力隊に頼まなくても現実的に職員であれば、また我々議員であれば、しっかりと現状と

いうのは理解している訳であって、それが第三者的な専門的な経験知識を持った協力隊であって

も、あの緑地域の非常に過疎化した高齢化した中において、ある一定の活性化のプロジェクトだ

とか、安心のプロジェクトというのは非常に力仕事でまとめきるというのは誰が考えても町の課

長職や主幹職が丸抱えでやっても非常に難しい仕事であったというのは事実ではないか。だから

協力隊本来の仕事をどこに置くべきか、今も観光協会に１名ですね。やはりしっかりと採用して

運用しているのは町だっていう認識に立ってですね、それをリビルドしていかないと同じような

ことの繰り返しになっていくのではないかなと。そういった懸念を持っていますので、特に総合

計画今後入っていく、その中でも同じような話でコンサル調査をやりますとか、研究員ですと

か、中間報告。まずしっかりと理事者、それから職員が地域の情報をまず自分たちの目で自分た

ちの体温でしっかり掴んだうえで、専門的なそういった知見だとか知識を持った事を活用して行

くっていう形に切り替えていかないと、あとに今回のような解散した、出たものがどうだという

評価をし直して、そこでリビルドしていくのではなくして、先に立つものは組み立て方というの

は違っているのではないか。確かに職員の数が少なくて非常に大変だと思いますけれども、やっ

ぱり今回の事案、これを逆に言えば糧としてもう１回事業の組み立て方だとか事業の発注の仕

方、ある人材の活用の仕方というものですね、もう１回しっかりと捉え直していく。そういった

ことが今必要とされているのではないかというふうに感じております。その辺非常に変わられて

難しいと思いますし、大変だと思いますけども、それと最後になりますけども、こういった案件

については担当課長から説明受けるんじゃなくて、理事者がしっかりと予算をやってできません

でしたという話ですから。やっぱり委員会に対しても、理事者の説明というのは最大限必要では

ないと思いますので、委員長その辺について今後何らかの機会にお取り計らい願いたいと思いま

す。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

まず１点目、地域おこし協力隊については、委員おっしゃるとおり、町が募集して町の責任で

採用しているということで、当然そういうことになってございます。あと議会へのいろんな中間

報告含めました報告のあり方についても、必要な物については今後十分に委員会等でも説明をし

ていきたいというふうに思っております。それから地域おこし協力隊の関係でございますが、そ

れに関わる町としてのスタンスもですね、もう一度考えを精査しながら進めていきたいというふ

うに思いますし、今後のまちづくりにたっては、当然職員が先頭に立つと言いますか、職員も当

然関わりながら、事業の組み立てであったり、仕組み、それから協力隊を含めました人材活用を

含めました、当然職員が中心となってやっていかなければならないというふうに考えているとこ

ろでございます。 



‐29‐ 

 

今回のプロジェクトの関係におきましても、当然地域おこし協力隊だけに任せたわけではな

く、町の参画はしていたんですけども、今後またこの地域おこし協力隊を使ってこれらのプロジ

ェクトですとか、まちづくりをやっていく上で、本当に行政できちんとグランドデザイン的なも

のをきちんと描いてあげた上で、そのデザインに対して何をするかを明確に示してあげて、例え

ば地域おこし協力隊の人も協力するとか、そういうようなことまでして行かなければならないの

かなというふうに思っておりますので、今後、町の立場、スタンスについても十分に検証をして

いきたいというところでございます。 

 

○池下委員長  

他、ありませんか。議長。 

 

○田中議長  

今の話なんですけれども、今後何らかの形をもって続けていくという答弁なんですけれども、

今後もまた外部の専門的な方を交えた中での組織作りというのを考えておられるのか、今解散し

たと言って、私から見ると行政が入って、そして何でこういう結末になってしまうのか。どうも

そこら辺が腑に落ちないんだけども。町ばかりの責任ではないでもない。協力隊も入ってきてそ

れなりにして途中で意見が合わなくなったから辞めて帰ってしまう。やはり地域住民もこんなの

はどうしようもないから解散だなんて、そういう簡単なものじゃないと思うんですよね。今後終

わったことについてはどうのこうのと言っても反省等十分に反省をしながら二度とこういう事

が無いように考えておられると思うんですが、今後そう言った意見をどう入れて話し合うのかど

うなのか。これから検討して行くんだろうと思うけれども、やはりこれは大きな責任だと思うん

ですよね。古谷委員もこう言われたように。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

ただいまの議長からのご意見等でございます。その他の委員さんからも、同じような意見があ

ったのかなというふうに認識しております。今後のこの緑地域の活性化のプロジェクトの関係に

つきまして、正直な話まだどういう形で進めていくのか。ただ町としては当然、今まで以上にき

ちんと関わりを持った中ですね。きちんと進めていかなければならないというふうに認識してい

るところでございます。当然、今回このような形でプロジェクトが解散、中止になったというの

は大きな責任と考えておりますので、その辺今後ですね反省に立って進めていければなというふ

うに思っておりますので、ご理解いただきたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長  

伊藤議員。よろしいですか。どうぞ。 

 

○伊藤議員  

基本的には僕も同じような意見なんですけれども、まず１点だけ聞かせていただきたいんです
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けれども、先程来ずっとおっしゃっている、町も 13回協議を行ってきたと。その中に町もきっ

ちり参画はしてきたという答弁いただいているんですけれども、どういう形の参画の仕方をした

んですかというのが 1つ。具体的にちょっと聞きたいんですけど。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

昨年の 11月から、この委員会にも町としても２名なり３名が、この委員会に入ってそれぞれ

委員会で協議されている内容について、例えば助言だったりとか、また逆にはブレーキと言いま

すか、違う方向じゃないの、ということも含めてですね、アドバイス的なことをやったというこ

とで、過去の記録を見たらそういうような形で関わっていたということを認識しているところで

あります。 

 

○池下委員長  

伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

いろんな見方が過去の資料と言いますか、資料じゃないですね、その作り物があって書き溜め

ているんでしょうけど、どっちが正しいという話ではない。そういう形で聞いてもらいたいんで

すが、違う側から聞くと町は、例えば 13回協議があった中で２名ほど、例えその会には出席し

ましたと、だけれども一切喋っていませんという話も聞こえてきていますし、先ほど古谷委員が

おっしゃっていましたが、僕も全く同じように思っているんですけど、地域協力隊を今回の緑の

活性化プロジェクトの事務局に置いて、活性化プロジェクトの委員同士の意見の食い違いの時に

は事務局さんが間に入って取り持つというのはわかるんですけど、事務局と委員が意見が合わな

かった場合に誰が取り持つんですかと。それは町が絶対にやらなければならないと僕は思うんで

すよね。そういうことを町がきっちり参画しているということに繋がっていくというようになる

のかなと思っているんですけど、多分そういうことが私が聞いているいろんな方々からの話で

は、あくまでオブザーバー的にいるんじゃ意味がなかった話で、話がなかなかされていなかった

という話も聞いているので、先程言いましたけど、どっちが正しいとか僕の意見が正しいだと

か、今町からの報告のが正しいというわけじゃないんですけれども、そういうのも踏まえてきっ

ちり今後検証していかないと、実際今回地域おこし協力隊、この事に関してもそうですし、実質

その喫緊の課題ですよね、緑の活性化って。これが町が行った施策が１年も満たないで不履行と

言いますか、なってしまうと、これ前代未聞と言うかこのことを、実は凄い大きな事だと思うん

ですよね。このことを本当に喫緊に検討・検証して行かないと、いつもと同じ形の今後検証して

スピード感をもってやります。と先ほどおっしゃられていましたけど本当にそれやらないといつ

もと同じ感覚ではというのは大変失礼なので、あまり時間をかけずに自分たちだけが持っている

資料だけじゃなくて本当にいろんな聞き込みもしながら今回の一連のことは検証していかない

と町にとってもかなりダメージが大きい気がしているんですが、もちろん本気なんでしょうけ

ど、どこまで施策を行っていかないといけないかと認識されているのか。ちょっと聞きたいなと 
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○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

今の伊藤議員からの御質問でございます。町としてのこのプロジェクトの参画のスタンスとい

うか立場でございますけども、当然この委員会のメンバーとしてはですね、入っていないという

ことで、また事務局については今回、地域おこし協力隊の方に参画してもらってですね。議事の

設定ですとか提案資料作成。また進行の補助等をやっていただいたということで、町としてもで

すね積極的に参画するということで委員でないので、当然、ある１面たしかにオブザーバー的な

面も、もしかしたらあったのかもしれないというふうに認識しております。 

当然この委員会につきましては、緑地域の方を委員としまして町も積極的に参加しますけど、

緑地域の方が、まず自分の地域をどう考えているのか。課題を自分たちで共有する中、どうして

いったら良いのかということをまずそこをスタートして始まったというふうにも聞いてござい

ますので、その辺をきちんと緑地域の方、この委員会の中の意見を取り入れる形で当然進んでき

たのかなというふうに思っていますし、それに町としても上限であったりのような形で携わって

きたというふうに認識をしているところでございます。やはり住んでいる方のご意見をまず聞き

ながら、当然町としても緑地域の今後のグランドデザインというか在り方を関わっていかなけれ

ばいけないというふうに思いますので、その両面を今回、プロジェクトにおいて関わり方が不十

分だった面があれば、またその辺ですね。きちんと検証する中で、今後ほんとに早急にといいま

すか。この活性化については本当に待ったなしというふうに考えておりますので反省に立った

中、また検証する中ですね。これらまた新たなスタートになるかもしれませんけども、行ってい

きたいというふうに考えているところでございます。 

 

○伊藤議員  

勝又委員がおっしゃっていたんですけど、今回のように、うちの町で言う緑地域っていうの

は、これ日本の縮図なんだと地方を活性化させる。国自体がそういう形で動いて色んな施策を打

とうとその１番大きな国としての１番大きな施策が総合戦略。でもあれって国が地方に同じで言

葉は良いんです。綺麗ですし、地方自らがやってそれに手助けします。すごい国として綺麗な言

葉中身、蓋をあけてみれば現実は地方で頑張っているやつは金つけてやる。地方で考えろと国が

言ってきているようなもので、もちろん地方は頑張らなきゃいけないですけど、それの同じ感覚

ではないと思っていますけど一歩間違ったら緑の方も逆にそう捉えられちゃうかもしれないん

です。要は今課長おっしゃった通り、まずは地域の方々に今の自分たちの現状の問題とかを出し

合ってもらったりとか、それを解決してもらうのが、地域にいる方々が一番わかるかなというの

もわかるんですが、緑の方々にしてみたら、もしかしたら僕が言ったように日本の縮図版で考え

ていくと、地方に丸投げされて自分たちで考えれと言われている雰囲気にならないからそこを心

配しているんです。その部分で町がどれだけ参画できるか。大事なことだと思っています。緑の

地域の方々にまず自分たちで色んな事を考えていただくっていうのは大事なんですけど、それを

ただ取りまとめるとか、何となく調整するではなくて、そこに一緒になって行政も入って行政も

一緒に地域の方々と同じ立場で話す。そういうような解決策の方が良いと思うんです。僕個人的

な意見ですけど。その中に協力隊がいたりとかというふうになっている。やっぱり町がかなり関
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わっていかないと、地方は疲弊しているところはそこだけでは無理だと思うんで、積極的な町の

関わり方も大事なことなんじゃないかなと思いますので１言だけ言っておきます。 

 

〇池下委員長 

課長。 

 

〇企画政策課長 

今の伊藤議員からの御意見等も踏まえまして、今後、本当に町としての関わり方を十分に今回

の検証する中、今後のプロジェクトといいますか、緑地域の活性化ひいてはその他の地区札弦も

含め清里全体の問題なのかなというふうに思っておりますので、その辺ですね。町としての関わ

り方とも十分検証を踏まえながら、この関わり方を十分に、積極的に進められるように考えてい

きたいというふうに思います。 

 

〇池下委員長 

勝又委員。 

 

〇勝又委員 

たくさん出たから言わないほうが良いかなと思うんですが、１言だけ言いたいんですけども、

解散理由が委員会の意見がまとまらなかったとか、地域の人が脱退していったとかという部分な

んだけど、活性化プロジェクトを立ち上げを含めて住民の緑をどうにかしたいというような形の

気持ちの調整がきちっと図れていない中でどんな立派な地域おこし協力隊の人を連れてきても

僕は上手くいかないと思うんですよね。そこら辺の気持ちを聞いてきちっと調整した中で、そこ

へ進んでいかないと。僕は思うけどまた立ち上げるのってなかなか困難なことだと思う。一回こ

ういうことになっちゃうとね、そういう事も含めて十分慎重に図ってもらいたいのとただおそら

く行政が押しつけみたいにしてやっても僕は良くなっていかないと思うんですよね。やっぱりあ

くまでも住んでいる人達がこの地域がこういうふうになってしまったっていう部分をやっぱり

そうしてそういう形の中で立ち上げていくということを、計画立てて進めないと、上手くいかな

いのではないかなと思うので、ただ地域おこし協力隊のことを言えば、前回の 2 人、今回の 2

人も含めてそうなんだけど、当たりくじ引くのか貧乏くじを引くのかわかんないんだけど、人に

もよると思いますけどね。そういう中でもきちっとお膳立てがきちっとできた形の中で来た人間

がきちっと発揮できるようなものがないと僕はただその人間にそういうことは無理難題を押し

つけてみても、皆さんがすべからくそういう事をこなしていけるのかとそれはちょっとどうかな

と思いますから、再度取り組みに当たっては慎重に進めていただきたいなと思います。 

 

〇池下委員長 

課長。 

 

〇企画政策課長  

ただいまの勝又委員からの御意見御質問も含めてでございますけども、緑地域に住んでいる方

の意見も尊重しながら、また先程から出ております町としての関わり方を、両面からきちんと精
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査する中、行政からの一念で押しつけにならないようにまた地域の人の十分意見も聞きながらで

すね。今後進めていきたいというふうに思っております。本当に１度このような形で、プロジェ

クトが解散ということになってしまってまた今後の大きな課題ということでございます。実は変

わってからですね。このプロジェクトの代表者の方とはですね。最後の方、途中までの方とは電

話等で実は今後もいろんな面で協力といいますか、緑に住んでいる方ですので、協力はあるかも

しれませんということでお話はさせていただいておりますけども、今後の協力隊の関わりの在り

方も踏まえまして、いろんな面で慎重に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。 

 

〇池下委員長 

課長、この問題については課長もまだ変わったばかりで、当時発足時からその現場にいたわけ

ではないので、多分説明も今日している限りが目いっぱいかなというふうに私も思うんですが、

この問題いろんな方々の、委員の意見を聞いた中でやはり当時担当しておりました課長。今現

在、副町長になりましたので、常任委員長として今後、この問題について副町長としての説明を

求めていきたいというふうに私は思いますが、皆さんどうでしょう。よろしいですか。その旨を

私の方からも副町長に相談をしながらなるべく早いうちに説明をできるようにしていきたいと

いうふうに思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは企画政策課全般に対して何

か質問があれば。古谷委員。 

 

〇古谷委員 

地域おこし開催の関係が随分話題になったので、関連してちょっと小さなことですけれども、

町の広報をずっと地域協力隊レポートみたいな形で何人かの方が書かれていると思うのですが、

ちょっと慎重になった方がいいんじゃないのかな。というのは、やはり中身が良いとか悪いとか

じゃなくて、実際の外から来た目線で町の在り様とか、方向性を随分書き込みされていると思う

んですけども、でもやはり町民の感覚と、彼らの感覚と多少というか、かなりズレがあったりと

か今回辞められた方もそうでしたし、いろんなことをやっぱり町の広報のあり方として、来まし

たよ。こういう形でやっていますよ。も良いけど、あそこまで書き込みでどんどんですね。レポ

ートという形の中で意思表示をされていくと職員でもないですよね。それはやっぱり慎重に。例

えば今回みたいなことになると反動が出てくると思いますし、慎重にその辺の広報の本来のあり

方とか協力隊のさっき言ったみたいな位置づけがどこになるのかってことですね、的確に把握し

たうえでそういったことをやっていかないと、ちょっと誤解を生じたりやっぱりなんだっていう

形で。リスクを背負っているということをもう少し認識をしながら取り進めていただけないかな

というふうに個人としては非常に強く何回か見ていて違和感を感じる部分は非常に強くありま

すのでもの申し伝えたいと思います。 

 

〇池下委員長 

課長。 

 

〇企画政策課長 

今町の広報や地域おこし協力隊の部分でございます。地域おこし協力隊につきましては都会か
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ら来られたということで、外部からの視点で考えた部分というのは当然あるのかなというふうに

思いますけれども、今言われたことも含めてですね。そのようなことがあるんであれば、また、

内容等ですね、十分に見ていかなければならないのかなというふうに思っておりますので、ちょ

っともう一度、その辺ですね整理をさせていただきたいなというふうに思っております。 

 

〇古谷委員 

しっかりと中身を、あれがダメって言っているんじゃないですよ。地域における過去の経過だ

とか取り組みというものをきちんと消化されたうえで、新しい方向性とか比較してやるんですけ

ど。やはり自分の持っている感性とか感覚だけで書いていくと、やっぱり過去の否定形になって

みたりとか現状に対する実態が十分消化されないで、それは形に残る文章としてどんどん出てい

くということは、編集上の責任だというふうに私はそういうふうに感じますので、彼らがどうの

こうのじゃないです。やっぱり町の広報のあり方というのは、どこにあるのか。しかも暮らしの

情報というのがレポートとしてどんどんどんどん載せていくことが本来のあり方なのかとか、や

っぱりもう１回広報の本来のあり方も含めてですね。それぞれ今回、人事異動で町の広報担当さ

れた課長・主幹が３人もいらっしゃいますので、ぜひともその辺あり方について十分御検討願い

たいと思います。 

 

〇池下委員長 

課長。 

 

〇企画政策課長 

今後の広報のあり方については、今の地域おこし協力隊の関係だけではなくて、いろんな面で

今後十分に内容を精査した中、町民に対してきちんとした行政広報として情報を発信していきた

いというふうに思っております。 

 

〇池下委員長 

他、よろしいですか。それでは、企画政策課終わりたいと思います。 

 

〇池下委員長 

大きな２番、次回委員会の開催についてお願いします。 

 

〇議会事務局長 

次回委員会でございますが、８月 28日水曜日を予定しております。９月の定例会が 17日か

らですので、翌週にもう 1 回定例会前の常任委員会を開くような形になりますけれども皆様に

は大変でしょうがよろしくお願いいたします。 

 

〇池下委員長 

大きな３番、その他何か。局長。 

 

〇議会事務局長 
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常任委員会の所管事務調査の関係でございますが、各常任委員会の委員長・副委員長にご相談

いただきまして今調整進めてるところでございますが、その調整の中で震災対応の町村を視察し

て震災対応について勉強したいというお話がございまして、震災対応ですと厚真町と安平町です

とか、むかわ町ですとか３町村ほど対象になります。それでそこを見れるのと見れないとでは、

日程とかルートも変わってきますので今そこと調整中でございますのでその結果踏まえてです

ね、また次回の常任委員会の時に御相談したいと思います。今のところ日程としては 11月 18

日の週で調整しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇池下委員長 

委員の皆さんから何か。先ほど私が言いました副町長の説明というのは次回の常任委員会の時

に何とかお願いして進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

〇池下委員長 

それでは第４回総務常任委員会を終了します。ありがとうございました。 

 

 （閉会 午前 10時 58分） 

 

 


