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第１２回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年１２月６日（金） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時２３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地域振興対策費補正概要について 

  ②平成２５年度一般会計補正予算（第６号）の概要について 

  ③町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  ④清里町職員再任用事務取扱要綱の制定について 

  ⑤清里町レストハウスについて 

 ●生涯教育課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

 ●消防清里分署 

  ①平成２５年度消防費補正予算について 

  ②消防救急デジタル無線整備に係る概算事業費について 

２．意見書の検討について 

  ①２０１４年度地方財政の確立を求める意見書（案） 

  【提出依頼者】清里地区連合会 会長 成田典央 

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  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 
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○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■総務Ｇ主幹      熊谷 雄二 

 ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚    ■企画財政Ｇ主査    宮津 貴司 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■社会教育Ｇ主査    小林 正明 

 ■消防清里分署長    二瓶 正規 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１２回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

○総務Ｇ主幹 

地域振興対策費の補正概要について、説明いたします。 

１点目の消火器については、１６０台を購入し、既設の１６４台を廃棄するもので、約２０

０万弱の予算になろうかというふうに考えております。２点目の除細動器ＡＥＤでありますが、

これにつきましては、８台及び収納ボックス、バッテリーパッドというような付帯備品、消耗

品につきましても予算化しているところでございます。町民活動施設、緑の湯、オートキャン

プ場、江南パークゴルフ場、保健センター、札弦・緑支所、清里小学校というところの整備を

考えております。全体の予算額といたしまして３２３万９千円程度の予算を考えております。

３点目にサポート終了のパソコンでありますが、これにつきましては、消防の１４台を含んだ

全体で４２台を考えております。庁舎消防図書館のパソコンの更新ということであります。全

体で４９３万円程度の予算を考えております。以下、カーテン類につきましては、３２枚程度

ということでカーテン・ロールカーテン含んだ中で庁舎、子育て支援センター光岳小学校きよ

さと、トレセン、緑清荘を考えております。５番目のその他として既に事業にしております住

宅リフォーム促進事業店舗改修事業について、これについては町民の要望も多く地域、経済に

対しても一定の成果が認められるということから、平成２６年度以降も継続を考えるというよ

うなことであります。以上雑駁でございますが地域振興対策費補正概要について説明を終らさ

せていただきます。 

 

○畠山委員長 

 只今地域振興対策費補正概要について説明をいただきました。委員の方何かございませんで

しょうか。池下委員。 
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○池下委員 

 ２番の補正事業根拠等というところのですね（２）の不特定多数が集まる施設での安心安全

担保等ってどういうものが想定されているのでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○総務Ｇ主幹 

 既にご案内のとおり、今回整備する以外の主な公共施設につきましては、除細動器所器 AED

は整備されておりますが、それが未整備の公共施設について、今回ここで整備するということ

でありますのでＡＥＤ除細動器です。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ＡＥＤというお答えなんですが、この３番の具体的整備事項の２のＡＥＤのところの今の施

設数は何施設あって、それをどの程度して増やしていくのかという具体的な数字わかりますか。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 現有の整備施設につきましては今の資料持ち合わせておりませんのでお答えできませんが、

今回整備するのが提示したところの施設になります。 

 

○畠山委員長 

 はい池下委員。この８台及び収納ボックスバッテリー等パット等というふうに書いています

が、これ８台と言うことは、今何台かあってそれを入れかえるということじゃなくて、その他

に足すということですか。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 ご指摘の通りであります。   
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○畠山委員長 

 よろしいですか。        

 

 

○池下委員 

 もう１点。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 この８台プラスでやるということはたぶん１０何ヶ所というふうになるのかと思うんです

が、後で施設数を教えていただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 本委員会終了後に渡したいと。 

 

○池下委員 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 その他のところに関連するんですけど、住宅リフォーム促進補助事業あるいは店舗改修補助

事業あるんですが、特にこの住宅リフォーム促進補助事業、かなり町民の要望が強いと聞いて

おりますし、それなりの経済波及効果も高いかなと思われるんですけども、全体の事業費のセ

ーフティーネットというか５０万と言うその括りをもう少し下げるだとかそういう方向性を次

年度に向けて検討出来るのかどうか、ここではちょっとはっきりしたことは言えないんですけ

ども、その辺についてそういう捉え方もあるのかどうかちょっとお聞かせ願いたいなと。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 この後予定されております産業福祉常任委員会の中で住宅リフォームの関係、店舗改修の関

係説明にありますんでその際説明されると思いますのでご理解願います。 



 

- 5 - 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 今、冒頭で課長が商業を取り巻く環境が厳しいという様なことで、今回の地域振興対策が商

店に的を絞ったような形の対策をとっているということなんですけど、ここに、４件の補正対

象を導入するものがあるわけですけど、幾分か特殊なものもあったりなんだりということで、

商店に対して広く波及出来る効果と言うのはどのように考えているのかなと。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 ご指摘の質問に関しては、どれ位の波及効果と言いますか商店数なり何なりというようなこ

とでありましょうか。今私どもが押さえおりますのは、対象の商店等でありますが、これにつ

きましては医療用品また文具、電気店、燃料販売店等想定した形で予算化しております。 

 

○勝又副委員長 

 そうなると今その４カ所。 

 

○総務課長 

もう１点あの衣料品店ですね。 

 

○勝又副委員長 

 消火器あたり１６０台というような形で、入札でやっていくってなると当然なんぼかに分散

したような形で、それぞれのお店屋さんが恩恵を受けるような形の方法を取っていけるのかど

うなのかそこら辺ちょっと聞いておきたい。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 発注の方法のお話かなと思いますが、こちらから指示はできませんが発注の方法として分散

した形での用途別の分散した形の発注を考えて、全体に波及できるような形で考えていきたい

なというふうに思っております。 
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○勝又副委員長 

 何でそんなこと言ったかというと、こういうふうな対策を講じたときに限られる取り扱いと

かそういう様な部分で中々その商店を対象とした時に、言わば店屋さんみんな売上が減って困

っている様な状況の中で、少なからず均等とは言えないにしても、そういう様な形で潤ってい

くようなそういう効果の高いものにしてもらいたいなということで配置をすること聞いたので

すが。 

 

○総務課長 

 法令や財務規則に違反しない形での発注と今言ったような発注を考えておりますので、ご理

解願いたいと思います。 

 

○勝又副委員長 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 いいですか、次に移ります。②番ひとつお願いいたします。 

 

○総務課長 

 ２点目の平成２５年度一般会計補正予算第６号の概要について説明させていただきます。２

ページをお開きください。歳出より説明申し上げます。総務費につきましては１千２０５万１

千円の補正であります。お二人からの寄付金３０万円を財政調整基金に積み立てるものであり

ます。また来年３月１６日で任期満了となります。農業委員の選挙費用１８８万円。また今ほ

ど説明申し上げました地域振興対策費の消防分以外の部分９８７万１千円であります。民生費

につきましては１４６万７千円、福祉灯油扶助に１１７万３千円、国年システムの改修これに

２９万４千円であります。衛生費につきましては可燃粗大ごみ切断機導入に向けた格納機の実

施設計１０４万円であります。農林水産業費につきましては１千１０５万３千円、農業集積７

０万円、町民活動費の１５４万６千円、道の土地改良事業団の負担金３万２千円、農道保全対

策事業負担金８７７万５千円の補正であります。消防費につきましては２７０万５千円の減額

補正であります。本部負担金が４４０万４千円の減額補正。これは先ほど説明申し上げました

地域振興関連の消防費、消防費分１６９万９千円であります。教育費につきましては２千５０

７万２千円各種教室用のゼッケンを３８万３千円で購入、オリンピックの後援会の補助金１０

８万４千円であります。それからプールの実施設計の経費に２千１８５万１千円の補正、プー

ルの地耐力調査に１７５万４千円の補正であります。 

歳入につきましては地方交付税で１千９２８万４千円、国庫支出金が２千２９万４千円であ

る道支出金が７０万円、町債が７４０万、寄附金が３千円でありまして、お二方からの寄付金

いうことで歳入歳出にそれぞれ４千７９７万８千円の補正であります。 

これによりまして、歳入歳出それぞれ一般会計総額は４５億２千４４９万円となります。 

以上で説明を終わりますが、それぞれの詳細につきましては各課、原課からの説明がござい

ますのでよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 
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○畠山委員長 

 只今の一般会計補正６号補正ということで説明をいただきましたけど何かございませんでし

ょうか。なければ次に移させていただきます。３番③お願いします。３番目と４番目は若干関

連する項目でございます。これにつきましては、本年度に定年退職した職員から、退職共済年

金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に上がってきまして、６５歳に引き上げられるとい

うことでありますので、６０歳で定年退職した職員の無収入期間が発生しないように、雇用と

年金の接続を図るため再任用制度として取扱要綱を定めることといたしました。要綱につきま

しては、この後説明申し上げますが、案件の給与条例の改正につきましては再任用職員の各種

手当の除外規定を定めるものであります。また、次のこの後説明する要綱につきましては、今

申し上げました再任用職員の取り扱いを規定する要綱であります。両件とも詳細につきまして

は、担当主幹より説明を申し上げます。 

 

○総務Ｇ主幹 

 それでは、私の方から町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、まずご説

明をいたします。資料の５ページをお開きください。こちらに条例の新旧対照表を添付してご

ざいますが、今回、新たに第９条の３といたしまして、再任用職員についての適用除外を設け、

その中で再任用職員と正規職員との一部の手当の適用について区別をしてございます。具体的

には第９条第２項第２号から第５項につきましては、扶養手当の関係の規定でございます。 

２号につきまして、簡単に申し上げますと２１歳までの子及び孫、そして３号が６０歳以上

の父母及び祖父母、そして４号が２１歳までの弟及び妹、５号が重度心身障害者となってござ

います。正規の職員につきましては、これらの対象者がいれば扶養手当を受給できますが、再

任用職員については適用を除外し支給しないものとするものでございます。扶養手当について

は、再任用職員については配偶者のみ支給をするということになります。また、その下の第９

条の２につきましては、住居手当を規定してございます。再任用職員についてはこの住居手当

の支給を適用除外することにより、支給しないものでございます。以上が町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の内容でございます。 

続きまして、清里町職員再任用事務取扱要綱についてご説明いたします。資料の６ページを

お開きください。まず、第１条では目的を謳ってございます。清里町が再任用する職員の任用

事務等に関し、必要な事項を定め人事管理の適正化を図ることを目的としてございます。第２

条につきましては任用の申し出等について謳ってございます。再任用を希望する者は再任用申

出書を総務課長が指定する期日までに町長に提出するものとなってございます。２項につきま

しては、町長は任用の可否について決定し、再任用決定通知書又は不採用決定通知書により当

該申し出者に通知するものとしてございます。第３条では任用の方法を規定してございます。

任用の方法につきましては退職前の勤務成績等に基づき選考による採用となってございます。

また、２項につきましては再任用の適切な選考を行うための再任用選考委員会を設置するもの

を規定してございます。また、第３項では再任用職員の任用に当たって、辞令書を交付するこ

とを規定してございます。 

続きまして第４条の勤務時間でございますがまず勤務時間につきましてはこの再任用職員に

ついては常時勤務職員、また短時間勤務職員フルタイムで働く職員とパートタイムで働く職員

と分けてございます。１号につきましては常時勤務職員を謳ってございます。１週間当たり３
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８時間４５分し、１日につき７時間４５分以内としてございます。これはフルタイムでござい

ます。また短時間勤務職員につきましては１週間当たり１５時間３０分から３１時間までの範

囲内で１日につき７時間４５以内とするものでございます。第５条では週休日を規定してござ

います。こちらも、第１号では、常時勤務職員の週休日を日曜日及び土曜日とする規定でござ

います。また２号では短時間勤務職員を規定してございまして日曜日土曜日及び月曜日から金

曜日の５日間の中で設ける日としてございます。７ページの第６条につきましては休暇を規定

してございます。再任用職員の休暇につきましては年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介

護休暇としてございます。２項につきましては、年次有給休暇は清里町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例第１２条及び清里町職員の勤務時間休暇等に関する規則第１１条から第１３条

の規定によるものとしてございます。第７条につきましては、給与を規定してございます。再

任用職員の給料につきましては、その職の責任の度合い業務の難易の程度等を勘案し町職員の

給与に関する条例に規定する給料表の区分に応じて決定をするものでございます。２項につき

ましては短時間勤務職員パートタイムでございますが、特例として短時間勤務職員の給料月額

につきましてはフルタイム職員の給料月額を基準といたしまして１週間当たりの勤務時間を３

８時間４５分で除した数を乗じた得た額とするということでございます。これはフルタイムで

働いた分は１００パーセントでございますが、短時間はその率に応じて月額を決めるという内

容でございます。 

第３項でございます。再任用職員の手当てについては給与条例の定めるところによります。

先ほど条例の方で申し上げましたように扶養手当については配偶者のみの適応また住居手当に

ついては支給しないということで先ほど条例の方で御説明をしてございます。第８条でござい

ます。公務災害の補償について規定をしてございますが再任用職員の公務災害補償につきまし

ては地方公務員災害補償法の定めによるところとしてございます。第９条につきましては健康

保険を謳ってございます。常時勤務職員については地方公務員等共済組合に基づく地方公務員

共済組合の、組合員とするものでございます。２項につきましては短時間勤務職員を規定して

ございましてそれぞれ各項１号から３号までの該当するものの被保険者になるものとしてござ

います。第１０条につきましては、旅費を規定してございます。町職員等の旅費に関する条例

及び町職員の旅費に関する規則の定めるところによるということになってございます。第１１

条につきましては任期の更新としを規定ございまして再任用の任期の更新を希望するものは再

任用更新申出書を総務課長が指定する期日までに町長に提出するものとしてございます。２項

ではこの申し入れを受けた場合、町長につきましては任期の更新の可否について決定をし、再

任用更新決定書または再任用更新不承認決定書を当該届け出者に通知するものでございます。

第１２条につきましては、退職後規定してございます。再任用の任期が満了したときには別に

通知することなく退職するものとございます。第１３条はその他といたしまして、この定める

ものの他再任用制度に実施に必要な法は別に定める規定でございます。 

最後に、附則といたしましてこの要綱につきましては平成２６年４月１日から施行をもので

あります。以上が清里町職員再任用事務取扱要綱の内容でございます。審議につきまして、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 只今③番、町職員給与に関する条例の一部を改正する条例４番清里町職員再任用事務取扱要
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綱の制定についてということで、２点まとめて質疑を受けたいというふうに思います。何かご

ざいませんでしょうか。 

 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

追加の説明といたしまして、具体的に申し上げますと例えば私が退職したのち、この報酬比

例部分の年金が出るのは６１歳でございます。従いまして、その間無収入の期間が生じるとい

うことで、私が例えば再任用に応募しますよと言う事であれば、町は定数内の職員として大体

１８万幾らの給与から６級までありますが、職務に応じて払う。で条例につきましては、その

再任用職員に対しては扶養手当の配偶者の分それから寒冷地手当を出しますよという、この条

例の除外規定改正でございます。従いまして、小貫さんにつきましては６２歳まで無収入が続

く。例えば役場でいけば岸本君辺りはから、６５歳ということで５年間無収入期間が続くとい

うことで、この要綱なり再任用制度という御理解いただければというふうに思っております。

以上ございます。 

 

○畠山委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今の説明の中で内容は十分わかったわけですが、この更新を申請しないと駄目だというのが

基本的にあるわけなんですが、只今の形での説明で行けば、その年金の空白時間を埋めるため

の処置として条例化していきます。こういう事なんですが、再任更新不認定書という問題要す

るにあなたの勤務内容等について、不味かったですよということになるとすれば、最初に説明

があったその年金の空白時間ということと非常に問題になってくるわけですが、この部分のこ

の不採用といいますか、不認定する条件のことというのは、ほぼ無いという判断の基に最終的

に、この場合は不適だということをつくらざるを得ないための処置というふうに理解して良い

のか。あるいはその基準設定の中で何か規定の中特別な項目があるのかないのかだけ確認をし

ておきたい。 

 

○総務課長 

 これにつきましては全く未経験の世界でございまして、再任用の更新の要望があった場合の

認定不認定の事に関しては、今後十分勉強して行かなければいけないと思いますが、基本的に

はですね。今ほど委員が、加藤委員がおっしゃったように無収入期間をなくする制度でござい

ますので、基本的には認定が原則なのかなと考えております。 
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○畠山委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 それともう１点は例えばこれは指定された期日というのは半年間なのか１年前なのかあるい

は２年前なのか。この辺が非常に大きな問題点な気がするんですが、この期日の期限どのよう

に設定されていますか。 

 

○総務課長 

 期日と言うのは再任用を希望するという。今時期、例えば、１０月、１２月この間の期間を

今考えております。 

 

○加藤委員 

 町には職員定数条例基本的にはこういうものがあるわけですよね。で、新年度の新規採用と

いう問題点もあり、計画的な運用特に清里の場合は職員の正規配置をしてきたという中では、

定数削減をしてきてやってきている中で、今の課長の説明でいくと非常にその定年と言うこと

を迎える人数と言うのは、自動的に把握されてるわけですが、その申請項目が今の時点で良い

ということになれば、基本的には新規採用の関係とダブる要素がないのか、そういう一連性の

人員の正規な確保結果的にこの年金の空白時間をつくらんがための政策とその実際に町を運営

するその職員体制の感覚との整合性というものは担保できるのかどうなのか。その辺について

だけ。 

 

○総務課長 

 委員御指摘のとおり定数内職員でありますので、新規採用職員との整合性を考えていかない

といけないというふうに思ってですが、あくまでも本人の希望でございますので整合性は当然

考えていきますが、期間も私が言ったのが完全にコンプリートでなく整合性を考えながら再任

用の申込みの応募期間を設定するというようなことでありますので、私は１０月から１２月に

言いましたが、委員ご指摘の通り全体の定数との整合性を考えたら、中で新規職員の募集採用

と整合性を考えた中での応募募集期間だというふうに捉えていただければありがたいなと思っ

ております。 

 

○畠山委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ということになりますと、新規採用は１年前から基本的にはもっと前と言いますか、１年前

って言いますか、早い段階で７月８月ぐらいから募集かけますよね。そういう関係の中で行っ

たときに再任の申請書は９月、１２月というか、今の時期で良いですよということになると変

な話になりますけど、ずっと続けてくれるもんだと思ったのが辞めちゃったから慌てて募集か
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けるだとかあるいは辞めるだろうと思ったのに結果的に辞めなかった。そういう問題点という

のが非常に心配な部分があるんで、運用とスタンスの中でこの十分配慮しなかった中で、もう

一度その検討をきちっとされて実際に問題が起きないように計画的にいく様な方法で１つ検討

をもう１回整理をしておいていただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 新規職員の採用につきましては９月でございます。募集につきましては９月でございますの

で委員ご指摘の通り整合性を持った形で取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか他ございませんか。なければこの案件３番４番終らさせていただきますけれども。

５番レストハウスについて。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 レストハウスについて口頭で説明させていただきます。ご案内の通り本件につきましては新

たな事業者の公募について、第１次９月末また第２次を１１月末と設定して、公募を行ってき

たところでありますが、第２次募集１１月末の状況におきましても応募者はないという状況で

ございました。前回の当委員会で説明した通り、今後早急に焼酎工場ふれあい広場道道摩周湖

斜里線ロケーションにおける観光物産を中心とした施設のあり方について庁舎内の検討組織で

あります企画委員会を中心に議論を深めていきたいというふうに考えております。今後当委員

会に対しましても経過及び協議を含めて行ってまいりたいと思いますんでよろしくお願い申し

上げたいと思います。以上報告でございます。 

 

○畠山委員長 

 只今レストハウスについての経過報告でございます。何かございませんか。田中委員。 

 

○田中委員 

 只今その検討結果というのはその来年の３月まで向けて結果が出てくるのか、それとも結果

がいつになるか解らないというのか。そこら辺どう。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 これから協議して平成２６年度の予算に反映するとなかなか厳しい状況かなと思いますが、

前回の委員会でもお話し申し上げたとおり、３月ないしは６月という様な形で６月の段階では

っきりした形で予算なり何なりが予算化なりができればいいのかなと事務レベルは、今、すぐ
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に考えております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか、田中委員。 

 

○田中委員 

 その今後検討するという形の中では、これからその色んな団体だとか、そういう人たちの意

見も聞きながら進めていくのか。その辺についてはどう。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 具体的な他団体というよりも、行政内部あるいは議会必要に応じて関係機関なりの御意見も

聴取しなければならないということが発生してくるのかなというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 良いですか。なければ総務課全般でもよろしいです。 

 

○総務課長 

 先ほどの AED の関係の台数の関係でございます。調べまして現在設置されているのはトレー

ニングセンター、各小学校、中学校、高等学校それからクリニックきよ里、緑清荘、パパスラ

ンドという施設に設置しています。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

 

○前中委員 

 全体を通してなんですけどもやはりどうしても聞きたい部分として今回補正の中で地域振興

対策費出てきたわけですけど、当町中で町民向けの地域振興券の発行が何年度か検討した時も

あったんですけども、そういう形ではない形で商工振興対策という形で今回出てきているんで

すけども、それについて内部部局の中でそういう話もあったのかどうか。現実振興券という形

で、直接町民に配る形なんですけど、それに対する色んなメリット、デメリットあるかもしま

せんけれども、それについての検討の中で今回も出てこないで進んだんですけど、そういうこ

とについてなんら見解があるのかどうかちょっとお聞かせしていただきたい。 

 

○総務課長 

 いわゆる町民全員に対する給付というのは形の御質問かなと思いますが、今回につきまして

はあくまでも的を絞った形で商店商業振興という形での補正であるとふうにご理解願いたいと

思います。したがって町民全員に対する定額の給付という様なことについては検討がなかった
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というふうにご理解願いたい。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。それでは以上総務課終らさせていただきます。どうも御苦労さまでした。 

 

○畠山委員長 

 それでは１町から協議事項報告事項ということで生涯教育課１点ございます。補正でありま

す。説明お願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 教育委員会からの補正、１２月補正につきましては９ページに記載しておりますけども、オ

リンピック応援関係に関する講演会に対する補助また体育用品備品の購入、そして町民プール

建設にかかる実施設計ということで合計２千５０７万２千円の補正を予定させていただいてお

ります。中身につきましては担当主幹よりご説明をさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 はい主幹お願いします。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは、９ページをお開きいただきたいと思います。まず清里町オリンピックスピードス

ケート選手後援会補助であります。これにつきましては、前回の常任委員会で概要等を説明を

させていただきましたので予算計上のみに御報告させていただきたいというふうに思います。

旅費につきましては後援会会員４名分、副会長さん４名分の金額でございます５２万３千４０

円。応援用品横断幕手旗等で８万円。さらにこの協議会選考協議会でオリンピック決定という

ことになりますと町内にオリンピック出場の祝お祝いの看板、役場他５カ所を予定しておりま

す。これに係る経費が４８万円計１０８万４千円を計上させていただきたいと思います。 

続きまして体育用品購入事業であります。スキースケート教室又はスキースケート大会各種

大会体育事業関係の大会等で使うゼッケンの更新であります。フリーサイズになっておりまし

て多機能で使えるゼッケンということで名称ビブスと言いますが８５枚合計３８万２千５００

円を計上させていただくものでございます。続きまして町民プール建設工事の実施設計業務委

託でございます。これにつきましては先日平面図等を用いまして御説明させていただきました

ところでございますけども改めて１０ページに平面図それから１１ページには位置図というと

ころで図面を載せさせていただいております。既存の場所に取り壊す上に建築するという形で

ございます。さらに今のプールの南側、トレーニングセンターの北側になりますが、パークゴ
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ルフで使われているところでございますけども、そこを駐車場としてプールはもちろん緑清荘

トレーニングセンター、保育所等の部分の駐車場としても利用してもらうというような形の中

で外構図、平面図を付けさせていただいております。それにかかる建設工事実施設計業務で業

務の実績でありますけども２千４１万２千円。解体に係る実績でございますが１４３万８千５

００円。計２千１５８万１千円でございます。尚この財源につきましては国庫財源としまして、

地域の元気づくり臨時交付金２４年度から２５年度に繰り越した基金でございますが、この臨

時交付金を活用させていただきたいというふうに存じます。最後にプール地耐力調査業務委託

でございますが、上記建設に伴う地耐力調査全般でございまして１７５万４千円を計上させて

いただくものでございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 平成２５年度生涯教育課所管分説明いただきました。何か加藤委員。 

 

○加藤委員 

 町民プールの関係なんですが、この１０ページ、１１ページに出ているわけですが、１１ペ

ージの部分で駐車帯を設けてプールを作る間に太陽光パネルって書いてあるんですが、二段っ

て書いてあるのかな。ここの場所の設置で南側にトレーニングセンターがあるという環境の中

で、その光線の度合いあるいはその辺の部分を十分考慮されて、この位置の設定になっている

のか。あるいはこのプール全体としてこの南側に窓があるだろうと思いますし、色んな設置の

中で折角つける施設が１００％が機能するような形での１次設計なり、太陽光というのはこれ

十分にされたのかどうなのか。非常に公共施設は OK 出した後に出来上がったら、なんだなん

だというのが結構あるんで。することに関して問題ないと思うんですが、十分に検討されて問

題ないという判断をされているかどうかだけ確認をしておきたい。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 維持管理費経費の節減ということで、太陽光パネルを設置をさせていただくということでこ

こに記載された大変字が小さくて申し訳ありません。１４キロということで二段トレーニング

センターとの間の距離も計算をし、出来るだけ北側の方で光の届く範囲で設置をしております。

またプールの方本体の窓も南側になりますけども、ある程度全面窓になりますが、ある程度駐

車場からはちょっと目隠し的な意味も込めて、余り高くなりますと逆にプールへの日が入らな

くなりますので、低目の二段ということでの設置で東西の建物の幅を有効に最大限活用すると

１４キロ程度出来るということで、計画をしているところでございますので、今後実施設計を

行う上にあたりましては詳細にその辺も計算をした中、設置をしていくということで予定をし

ているところでございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか前中委員。 
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○前中委員 

 細かい質問ですけどこのプールの躯体の屋根の形状切妻型なのかフラット無落雪なのか。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 これも今後実施設計の中で詳細設計をしていくとなりますけども、現在の予定といたしまし

ては上の１０ページでの方で平面図をご覧いただきますと玄関を西側に設置をしております。

北側につきましては、基本的にはあの入り口等設けないという予定をしておりますので南から

北側への片屋根での余り雪が溜まらない形状ということで予定をしておりますので、そういっ

た方向で今後も設計をしてまいりたいと考えております。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今日こうやって実施設計の予算が２千２００万ですか。あがってきたんですが、これ細かい

数字とかこの委員会に出してきたのが９月の第９回の総務常任委員会で初めて出てきたんです

が、これ全部で６億かかるんですよね。６億かかる割にはコースも５コースしかなく中途半端

で大会もできないと。こういうものをつくるときに実質うちの町の人口それから子供たちの減

少４００人程度しかいない学生が主に使っているという話を先日の委員会でも聞きましたけど

も、実質の持ち出しがこれ２億８千万ぐらいなんですよ。町の持ち出しが本当に町民がこうい

うものを望んでいるのかと。そういった中で物を考えた時にもっと時間をかけて審議すべきじ

ゃないかなという私は思うんですけども。わずか３ヶ月位でこうやって実施設計が出されて非

常に残念だなというふうに私は思うんですけども、確かに太陽光とかそういう面では良いかも

しれないですけども、作った後いかに経費がかかっていくかってことを考えたら、今こういう

大きな公共事業は本当にうちの町として必要なのかっていう。私はそこら辺がちょっと危惧す

るところなんですよ。色んな町民の方に聞くと、もううちの町は公共施設は要らないと。町民

プールに関しても２６年経っていますから確かにあちこちに壊れてはきていますけども６億も

かけてやる必要はないんじゃないかという声も多数聞きますんで。もう少し考えた中でやって

いただきたいなというふうに私は思っております。 

 

○畠山委員長 

 課長。 
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○生涯教育課長 

 池下委員御指摘のとおり６億という大変大きな予算をもって建築をしていかなければならな

いということでございますけれども、町民プールにつきましては町民の健康増進そして子供た

ちのスポーツ振興また清里小学校及び中学校においては、体育の事業の中で必須科目というこ

とで、現在もそういう事業の中での利用がされているわけでございまして、いずれにいたしま

しても町民プールは必要であるという認識をしてございます。 

その中で本年度で入りまして、何度か改修していくかそれとも建て替えをしていくかという

協議をさせていただいてきたわけでございますが、改修をするにいたしましても３億を超える

経費を掛けなければ今後何１０年ということで使うことができる施設にはならないということ

もございまして、国の有利な交付金を活用し、木造によるプールを改めて建設していきたいと

いうことで今計画をしているところでございます。 

今般国の方の補正予算の提出も予定されているということもございます。またこの木質化の

事業につきましては２６年度から２９年度までの国の交付金の事業ということで施策が出され

ているところでございまして、そういった少しでも有利な財源を活用し、今後できるだけ長く

使用できる必要最低限必要最低限の機能ということでプール建設をして行きたいということで

実施設計を今後かけていきたいということでございますので事業費につきましても当然設計を

する中で、できうる限り中身を精査し６億にこだわるものではございませんし、６億円の内訳

としていたしましては先ほど駐車場が南側に約５０台ほどありますけど、これは決してプール

のためということではなく、周辺公共施設の利用に供するためということで、あわせて整備を

するものでございますし、また現施設の取替え経費なども約３千万弱入っております。そうい

ったことで相対的にできる限り経費を節減した中、建設をしてまいりたいと。そして国の有利

な交付金の出るタイミングを見て事業実施してまいりたいと考えているところでございますの

で今年度中に実施設計をさせていただきたいということでございますのでご理解をいただきた

いと思います。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員  

今の岸本課長の方から国の有利な補助金の使い方という説明でしたけども、回収するだけで

も３億かかると。やはり何十年もこれから使っていくためには、やっぱりここで投資をした方

が良いという感覚なんでしょうけども、何十年もたった時に本当にうちの町の子どもたちがど

のぐらいいるのかと考えた時に何１０年も先の事じゃなくて、今の現実を見た中でやっていく

って言うのがベストだと思うんですよ。去年もトレセンの横に、多目的広場とか子供たちの体

育施設をそうやってどんどんどんどん増やしていますよね。すべてやればいいってもんじゃな

いと思うんですよね。確かに国の補助金の関係もあるのかもしれないですけども、何１０年後

のための６億じゃなくて近々の問題として捉えていく考え方が良いんじゃないかなというふう

に考えているんですけども。先ほど加藤委員の方からも太陽光も話出ましたけども、実際この

前に出た案は、太陽光導入は、１０キロで蓄電池無しというそういう設計で出るんです。今回

上がってきたのは１４キロですよね。こうやって物が大きくなれば何でもお金かかるんですよ。
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経費節減のためにこの太陽光導入という話なんですけども、実際１０キロをつけて蓄電池がな

かったら、正直意味がないもので、あちこちの施設そうですけども、太陽光というのは防災と

かいろんな面で考えると蓄電池もしくはそういった設備を充実させていかないと意味がないと

いうふうに思っているんですけども。その辺どうなんですか。 

 

○畠山委員長  

はい。課長。 

 

○生涯教育課長  

プールの整備自体は基本的な部分でございますけれども、今後高齢の方も増えていくと。一

般町民、高齢者含めた健康づくりをどんどん進めていかなければならない。また小中学生も当

然、少年団活動のほかに先ほど申しました授業での利用。保育園、幼稚園の子供たちも使って

いるわけでございまして、それが５年や１０年で今後なくなっていくというふうには考えられ

ませんので、できる限りそういった子供たちのそういった教育、さらには町民の健康作り、高

齢者の生きがいづくり等のために環境整備をしていく必要があるというふうに認識をしている

ところでございます。また太陽光パネルにつきましては、前回１０キロの部分を出来得る限り

太陽光を有効活用する上で、この施設及び敷地の範囲の中での最大に設置するとどのぐらいの

キロ数が確保できるかということで、図面の書き直しをさせていただいたところでございまし

て、これ実際の設計にあたりましては、そういった経費の部分も勘案しながら過大な投資にな

らない程度、そして太陽光を有効に活用できるという中で成長してまいりたいというふうに考

えているところでございます。この関係につきましては、他の公共施設と同じ考え方での進め

方ということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長  

よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員  

今、最後に岸本課長が今までの他の公共施設と同じように考えているという話なんですけど

も、私は新しくしないと子どもたちの体育の面とかお年寄りが健康維持できないとか、そうい

う問題でなくて、今のプールでお年寄りたちは、健康維持できないんですか。そうじゃないで

しょう。物の考え方ですから古くなったら何１０年先のものを考えたらやっていかなきゃなん

ないとわかりますけども、やっぱり人口がどんどんどんどん減っていく中、いずれ４千人を切

る事態は清里にも想定されますよ。そういった中で物を考えたら、やっぱり自分たちの町の状

況に合った物づくりを常に考えていかないと。目先の補助金がどうのこうのじゃなくて、そう

いう物の考え方をずっとしてきたので、これに対して納得できない面があるという意見だけを

最後に述べさせていただきたいと思います。 

 

○生涯教育課長  

根本的な考え方につきましては、私もまた町も同じ考え方ということで、今後の町の規模に

見合った投資をしていかなければならないというふうことは念頭にございます。 
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ただ今回のいろいろと整備を解消していくかということでの検討の中におきまして、どうし

ても、ある程度必要な改修をするには、先ほど申し上げた３億を超えるお金が必要になり、そ

れにはそういった財源的な措置も有利な財源が見つからないという中で、今回その交付金を活

用することによりまして、ある程度財源負担を少なく、なおかつ機能的にも現在のプールが全

く適用していないということはありませんので、現在の機能にプラスさらに健康面に配慮した

中、もう少しシーズンも長く使えるように、そして維持経費もかからないようにということで、

やっていく上では新しく建てかえることがベターであろうと。その上で、ある程度交付金を活

用するということの、国及び道との調整の中で、目途が立ってまいりましたので時期はまだは

っきりはしませんけれども、その交付金を活用し、必要最小限でありますけども、機能的には

今よりも良いものをつくっていきたいということで、計画をさせていただいておりますので、

考え方としては、池下委員おっしゃるように過大な投資にはならないように必要最小限そして

できる限り機能的なものということで、建設をしてまいりたいということでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長  

ほか。 

 

○加藤委員  

池下君の意見というか、私も大切だと理解するわけですが、今後ともそのプールの問題って

いうのは、今回もいろんな形の中でその耐震性の問題、あるいは緊急的な中で、毎年補修とい

う形をとられてきたという中ではこれやむを得ない、しかも適した補助金があったという事の

中では、結果としてはやむを得ないのかなと私も理解して賛成はいたしますが、ただ問題はつ

くることが目的ではなくてつくったらどう活用するということが、この最大の目的なわけであ

りまして、そんな形の中で不自由をかけない。そしてみんなが有効に使えるようなプログラム、

そういう環境。あるいは江南あるいは新栄等がなくなりましたけども、その学校関係のプール

に関しても、今後どういうあり方がいいのか。地域の要望だけでないトータル的ないろんな考

え方の中で、使用する時間帯なり日程なり、いろんな方法を工夫し、皆が有効に活用される環

境づくりを進めていただきたいなとこのように思います。 

 

○畠山委員長  

課長。 

 

○生涯教育課長  

ただいま加藤委員がおっしゃっていただきました今後の活用ということで、これが一番重要

になってくるというふうに認識をしております。現在もそういった完成した後の有効活用とい

うことで教育委員会並びに保健福祉課等、そういった町民の方の利用にどういったメニューが

必要であるか、大切かということも検討を進めているところでございます。またこの町民プー

ル整備後につきましては、各小学校ほかにございます。光岳、緑の学校プールにつきましても、

かなり老朽化が進んでいるということでございますので、そういった部分についても使用に絶

えないという状況になった後は、この町民プールへの統合ということで、子供たちの利用を必
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要な配慮をしながら、町のプールを利用していただくということ現在は予定しているところで

ございますのでご理解いただきたい。 

 

○畠山委員長  

よろしいですか。ほか。生涯教育課全般でもよろしいですけれども、ございませんか。 

 

○池下委員  

実施設計上がってきて私も反対意見を言いますけれども、こういうものは決まっていく中で

町民プールの場合特にそうだと思うんですが、作る以上町有林を最大限に有効利用してつくっ

ていただきたいと思います。以上です。 

 

○畠山委員長  

課長 

 

○生涯教育課長  

この交付金の事業につきましては、木材の有効活用ということが根本にございまして、産業

課林政サイドと一緒にその調整をしてきております。その中で、当然地域の木材の活用でござ

いますから、できる限り町有林を活用し整備をさせていただきたいということで予定をしてい

るところです。以上です。 

 

○畠山委員長  

よろしいですか。 

 

○生涯教育課長  

すみません。１点。その他で、外国人英語講師の関係ございますが、広報等で既にお知らせ

をしておりますけども新しい英語講師が１１月の２０日に来町いたしまして、今月１日から各

小中学校等に授業を行っているところでございます。名前はジョセフ・ロバート・サウワー、

年齢２７歳の青年でございます。ニュージーランドネルソン地方の出身で、ウエリントンにあ

りますビクトリア大学を卒業し、卒業と同時にこちらに赴任にしていただいたということでご

ざいますので通称をジョイと呼んでいただければと思いますので、今後ともよろしくお願いし

ます。 

 

○畠山委員長  

これで、終らさせていただきます。ご苦労様でした。 

続いて、消防清里分署２点ございます。説明をお願いいたします。分署長。 

 

○消防分署長  

それでは、きよさと分署から補正予算の関係につきまして、まず１点目の説明をさしていた

だきます。１２ページをお開き願いたいと思います。本部費の補正でありますが、清里町から

消防本部に対する負担金として、４４０万４千円の減額で、内容が本部諸収入の増によります
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減額分。これが４８万５千円。本部職員の人事異動に伴う人件費の減額分ということで２３５

万８千円及びデジタル無線整備に係ります実施設計の委託料入札残ということで、１５６万１

千円をそれぞれ減額補正いたします。次に分署費の補正でありますが、まず歳入で清里町から

の清里分署に対する負担金で常備消防費負担金ということで１６９万９千円増額補正いたしま

す。諸収入の増減はございません。次に歳出ですが、常備消防費といたしまして１６９万９千

円の増額補正で内容は、需用費消耗品ということで、消防車両の消化器及び訓練用の水消火器

への更新１４万円。職員事務処理用のパソコンＯＳサポート終了に伴う更新ということで１５

５万９千円をそれぞれ補正いたします。以上補正の説明をおわらせていただきます。 

 

○畠山委員長  

ただいま、消防費補正予算と言う事で説明がありました。この関係について何かございませ

んでしょうか。なければ次に移らさせていただきます。②番分署長。 

 

○消防分署長  

議案の２点目の消防救急デジタル無線の整備に係る概算事業費について口頭で説明させてい

ただきます。現在実施設計を進めておりますが、１回目の概算事業費ということで、業者の方

から提示がありましたので、報告をさせていただきたいと思います。まずデジタル無線整備の

概算事業費といたしまして、約１億６千４００万の事業費ということで出てきております。内

容につきましては、無線回線の制御装置の整備、緑中継基地局の整備、支え無線機１０台分の

整備、携帯無線これが８台分の整備、それとサイレン吹鳴装置の整備、発動発電機等の整備事

業費ということで、概算で１億６，４００万程度事業費が出ております。それと指令台の整備

の関係でございますが、これにつきましては約３，４００万程度の事業費が出てきております。

内容につきましては、緊急通報の受付装置、それと通信回線の制御装置、指令支援端末装置そ

れと無線操作装置ということでこれらの整備事業費ということで３千４００万程度。合計で約

１億９千万円、２億ぐらい事業費ということでございます。ただ現在内容につきましては精査

中でございます。それで整備事業費につきましては、今後若干の変更も出てくるかもしれませ

んが、こういう概算事業費ということでとりあえず報告をしていただき以上でございます。 

 

○畠山委員長  

ただいま、消防救急デジタル無線概算事業費についてということで説明をいただきました。

何かございませんでしょうか。なければ以上で終らさせていただきます。それでは２番意見書

の検討ということで事務局お願いいたします。 

 

○議会事務局  

総務文教常任委員会に提出依頼がありました１件の意見書につきましてご説明いたします。

意見書の題目は、２０１４年度、地方財政の確立を求める意見書です。提出依頼者は、清里地

区連合から提出されております。資料は１３ページから添付してございますが、内容の説明は

１６ページをお開きいただきたいと思います。主な内容といたしましては、公共サービスの質

の確保と地方自治体の安定的な行政運営の実現のために地方財政計画、交付税総額の実質的な

確保や地方交付税の算定の中に２０１３年度の給与削減行政の対応状況と財政的な制裁措置の
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導入はしない。自治体財政運営に支障がないように、必要な地方税の財源を安定的に確保する

ことなどの７つの項目について情報が上がってございます。この意見書につきまして内容のご

協議等１２月定例会に委員長名での意見書の提出についての協議をよろしくお願いいたしま

す。 

 

○畠山委員長  

ただいま意見書の検討ということで、２０１４年度地方財政の確立を求める意見書ということ

で意見書が提出されてございます。この案件について、この委員会で取り扱うということでよ

ろしいでしょうか。内容についてもよろしいでしょうか。この関係について取り扱うというこ

とでよろしくお願いをいたします。３番次回委員会開催について事務局現在４番、その他ござ

いませんか。委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１２回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時２３分） 

 


