議会 信

回臨時会は、１１月22日に開会し、町職員の給
第 ７与条例や緑清荘条例の改正、
平成17年度補正予

要

望

清里 町の指定管理者制 度に
係る 要望
産業福祉常 任委員会 に付託さ
れ ていた﹁清 里町の指 定管理者
清里

多田一信 ︶は︑委

緑 清荘︑パ パスラン ド温泉施
設の 管理運営 を指定管 理者に行
わせ ることが できるよ うにする
ため の改正と ︑使用料 の改正が

円にな ります︒

円︒

一般会計 ︵第５号︶

額し ︑総額を

万

千

万５ 千円減

億２千

主な もので︑２ 千

事異 動等に伴う 人件費の 調整が

主な もので︑ 平成 年 ４月１日
今 回の補正は ︑人事院 勧告に
から 入湯料は 大人１回 券が 円︑ 伴う 給与等の改 定及び４ 月の人
回数 券が３千

年４

緑温泉 条例の一部を改正 す
る条例
使 用料の改 正で︑平 成
円︑回数 券が３千

月１ 日から入 湯料は大 人１回券
が

清里町 管理の道路橋梁及 び
河川の 維持管理条例の制 定

3

制 度に係る要 望﹂︵提出 者
町 商工会長
員 会の審査報 告どおり ﹃趣旨採
択 ﹄となりま した︒
□ 要望の要旨
指定管理者 制度導入 に当たっ
て は︑地元商 工業者並 びに現在
の 施設委託業 者に対し て配慮い
た だきたい︒ また︑導 入時期や

でき るように するもの です︒

を指 定管理者 に行わせ ることが

該 当施設︑受 託内容等 について ︑
道 路橋梁及 び河川の 維持管理
早 期の情報提 供をお願 いしたい ︒ に係 る条例の 制定で︑ 維持管理
■ 委員会の意 見
指定管理者 制度導入 の目的を

□そ の他の可 決された 条例
・清 里町議会 議員の報 酬及び費
用 弁償支給 条例の一 部を改正
す る条例
・清 里町長等 の給与等 に関する

円とし ました︒

農業集落排水事業特 別会
計︵第１号︶

今回 の補正は ︑一般会計 と同

じく人 事院勧告 に伴う給与 等の

改正及 び人事異 動に伴うも ので︑

万円 減額し︑ 総額を１億 ４千

万９ 千円とし ました︒

487 695

事前の申込みは必 要ありませ
ん。傍聴を希望される方は、傍
聴人個票に住所、氏名を記入し、
傍聴人用スリッパ に履き替え
て傍聴席にお入りください。

踏 まえ︑議会 の意思を 尊重しつ
つ ︑要望の趣 旨に最大 限応える
よ う努力され たい︒

例

一 部を改正 する条例
年 度の人事

清里小学校６年生

748

380

条 例の一部 を改正す る条例
・町 職員の給 与に関す る条例の
３ 条例とも 平成

３月か ら委員会を 本会議と同 じ
ように一般公開しています。委員
会では、案件をあらゆる角度・観
点から審議しています。ぜひ、傍
聴にお越しください。

543

総務文教常任委員会
■期日 １２月５日（月）
■時間 午前９時３
０分〜
■場所 役場３階各種委員会室
産業福祉常任委員会
■期日 １２月６日（火）
■時間 午前９時３
０分〜
■場所 役場３階各種委員会室

■期日 １２月１
４日（水）〜
■時間 午前９時３０分〜
■場所 役場３階議事堂

800

院勧 告に伴う もので︑ 期末手当

傍聴をお待ちしています

18
800

48

常任委員会
第８回定例会

380

の支 給率の改 正が主な 内容︒

２００５．１２

広報きよさと

17

条

緑清 荘条例の一部を改 正す
る条 例
清里 町パパスランド温 泉施
設設 置条例の一部を改 正す
る条 例

第８回清里町議会定例会・常任委員会のお知らせ

18

17

算など10議案を原案どおり可決し、28日に閉会しま
した。
１１／１７〜１９
常任委員会道内所管事務調査（えりも町議会議場）

