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第１１回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年１２月８日（火） 

    開 会   午前  ９時１０分 

    閉 会   午前 １１時１２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清里町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用に関する条例の制定について 

  ②平成２７年度清里町一般会計補正予算（第４号）について 

  ③日本で最も美しい村連合の加盟について 

  ④平成２７年度国勢調査速報について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

  ②一般社団法人 清里町スポーツ・文化施設管理協会への管理業務委託について 

  ③町民プールの利用状況について 

 ●消防清里分署 

  ①年末年始の消防団行事予定について 

②札弦・緑分遺所の一般加入電話の廃止について 

③平成２９年度北海道消防操法訓練大会について 

  

 

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  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○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       澤本 正弘    ■総務課参与      本松 昭仁 

■総務Ｇ総括主査    宮津 貴司    ■企画財政Ｇ総括主査  泉井 健志 

■企画財政Ｇ主査    水尾 和広    ■総務Ｇ主査      鈴木 由美子 

■企画財政Ｇ主査    横畠 敏樹 

 ■生涯教育課長     伊藤 浩幸    ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚 

 ■社会教育Ｇ主査    小林 正明    ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一 

 ■学校教育Ｇ主査    阿部由美子      

 ■消防分署長      野呂田成人 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第１１回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

 大きな一番、町からの協議報告事項について総務課４点あります。よろしくお願いいたします。

総務課長。 

 

○総務課長 

 今回総務課より４件の案件についてご協議をいただきたいと思います。各担当より詳細につい

て御説明申し上げますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは、まず、①の清里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定におきまして御説明申し上げます。１ペー

ジをお開きください。 

今回の条例の制定につきましては、いわゆる番号法の規定に基づきまして、市町村が行う事務

の中で個人番号を利用することで、事務処理の効率化や手続の利便性が向上する事務に関しまし
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て、個人番号利用できる範囲を条例により規定するものでございます。条例で規定する内容につ

きましては、２の（１）個人番号の利用事務につきましては、番号法で定められていない事務の

うち市町村が条例で定めている事務、清里町においては、医療費の助成に関する事務がそれにあ

たりまして、今回３項目ほどございます。清里町重度心身障害者の助成に関する事務。ひとり親

家庭等医療費の助成に関する事務。清里町子育て支援医療費の助成に関する事務の３項目を条例

で規定するものでございます。（２）の庁内連携の利用につきましては、番号法の中で定められ

ている事務によりまして保有している特定個人情報を同じく番号法で定められている他の事務で

利用することにつきまして条例で規定する必要があり、その部分を条文で謳うものでございます。

施行期日につきましては、個人番号の利用開始となります平成２８年１月１日から施行するもの

でございます。２ページから６ページまで、今回制定する条例の条文を記載してございますので、

後ほどご覧いただきたいと思います。 

以上で条例の制定につきまして説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま清里町行政手続における特定の個人を識別する番号の概要に関する法律に基づく個人

番号の利用に関する条例の制定についての説明がございました。各委員さんから質問、意見等ご

ざいましたら。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 この条例は、清里町の条例として定めていくこととし、理解してよろしいでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 委員のおっしゃるとおり清里町の条例にて定めるというものでございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 この個人情報と特定個人情報とマイナンバー制度の整合性ということで、いろんなことで取り

ざたされているのが、現実だと。その中で目的内利用と目的外利用という解釈の中で基本的には

目的外利用を清里町はこういうところにしますよということの条例だと思います。ということは、

目的外利用の一番最初に清里町は目的外利用でこういうことに利用しますっていう目的外利用を

最初に謳わないとおかしいんではないかというのが、一般の今言われているマイナンバー制をど

う取り組まなきゃならないかっていう中の筆頭にそれが謳われているのが現状の中で、これでは
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物足りないなと。当町は、目的外利用にこういうことに使いますということの目的外というとこ

ろをきちっとしとかないと。いろんな方から個人情報等の整合性はどうなんだということをよく

聞かれます。このマイナンバー私はもう否定して送り返したいんだとよく言いますけど、これは

国の定めた法律で決まっていることで当然進んで行っているところでございますので、これの一

番最初の条例のいうことで目的外についてきちんと謳われた方がいいのかなという気がするんで

すが。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今の河口議員の御質問でございますが、まずは今回３本、医療関係について条例化で定めさせ

ていただきます。これにつきましては、他の町村もこれと同様な形で条例化をしていくという形

で取り進んでおります。目的外ということでございますが、これは町自治体が独自に条例で定め

ていきながら運用をしていこうということでございまして、最終的に情報連携の運用が開始され

るのが、平成２９年の７月１日からという形が最終的な形になってきますので、それまでの間に

どういう町独自で事務でマイナンバーを活用できるかどうか、これは今後詰めていって最終的に

はまた条例等で制定をしていきたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 あくまでも庁内連携というところについては、具体的に今後を出してくるということの理解で

よろしいのでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 そのとおりでございますのでご理解いただきたいと思います。よろしいですか。ほか議員さん

ありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 このマイナンバー制度っていうのは、個人の申請制度によって成り立っていますが、例えば町

民の方が医療どっか項目に当てはまるんで、申請をしていないという場合は、どういう扱いにな

ります。 
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○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 マイナンバーカードですか。これはあくまで個人で申請しますけども、個人個人については今

回通知ということは番号が設けられておりまして、その辺で、今回上げている事業も対応できる

ということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さんございませんか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 これは国で決まったことなんで、前に進めていくしかないし、それを大いに活用していかなき

ゃならないことは事実なんですが、データでこういうふうに広く課をまたいで進んでいく、その

セキュリティの問題。この管理については、ネットにつなぎませんよって言われているけど、現

実としてこれだけの管理が働いていくと、そういう形にはなっていかない可能性あるいはちょっ

としたことでの事が起きる可能性っていうのがあるので、その辺のこれで大丈夫じゃなくて、そ

のチェック機能体制は十分にこれから検討されていくと思いますけれども、１回でなく２重３重

という検討の中で、トラブルの起きないようにぜひ進めていっていただきたい。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 加藤副委員長のご質問でございますが、確かに今一番懸念されているのは情報漏えいというこ

とでございます。これにつきましては、国の方からさまざまな対策について各自治体で構築しな

さいよということでございます。今現在担当課でございます総務課において、どういう形がいい

のかどうか、今検討している最中でございまして、平成２８年度国の方針なり方向性が定まりま

したら、補正予算等とも含めながら情報のセキュリティを高めていきたいというふうに考えてご

ざいますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

よろしくお願いしたいんですが、もう一点そのことは、システムが完了すればＯＫじゃないん

で、一番問題なのはそれを扱う職員の体制とモラルの問題になっているんで、その辺も十分にあ

わせて行っていただきたい。 
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○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 副委員長おっしゃるとおり、ハード的なものは設備でできますけど、あとは職員としてどうい

うモラルを持って運用をしてくかということは一番大事になってくるのかなと。その辺もいろん

な形で進めていきたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんございませんか。なければ①について終わりたいと思います。②

番平成２７年度清里町一般会計補正予算（第４号）について。はい、担当。 

 

○総務G総括主査 

私の方からまずはじめに、総務課所管分の補正の概要ついて３点御説明を申し上げたいと思い

ます。８ページをお開きください。 

総務課から今回ご提案させていただく３点のうち１点目まず、職員住宅改修工事請負費１千３

４６万円でございます。将来的な職員の採用計画を考慮しまして職員の住環境を整備していくと

いう計画でございます。まずは、来年度の入居におきまして活用可能な既存の住宅の整備を行っ

ていきたいと考えております。整備を行いますのは、本庁舎南側、公営住宅のはごろも団地の南

側に位置しています長屋１棟２戸でございます。整備は大規模なリフォームでございます。主な

工事の内容ですがまず、トイレの水洗化ユニットバス脱衣室キッチンこれらの水回りの改修。そ

れから断熱床張りかえ、内装、屋根のふき替え等の、躯体の改修ほぼ外壁とそれから柱を除いて

ほとんどのものを改修させていただくという工事の内容でございます。これらあわせまして今回

計上させていただく予算は先ほど御説明させていただいた１千３４６万円でございます。なお外

壁の塗装も予定しているんですが、これら冬期間の工事で若干作業が難しいということで新年度

予算にて計上させていただきたいと今のところ考えてございます。予定している予算額は６８万

円でございます。 

続きまして２点目、電算室設備改修事業でございまして、中身は３階にございます電算室、こ

れのエアコンが２０数年使ってきたんですが、今回故障いたしましてサーバー等冷やさなければ

いけない機器が多数ございますので、これを早急に入れ替えさせていただくという工事費の経常

費９０万円でございます。 

それから３点目、行政機関システム改修事業でございます。これにつきましては主な内容は来

年度の参議院選挙より選挙権が１８歳から付与されます。それらに伴います選挙システムの改修

の工事でございます。国の法律に伴いまして選挙権というのは変わってきますので、国の補助が

５０％ほど入りまして、事業費は２１万６千円でございますが、国庫負担金が１０万８千円、一

般財源が１０万８千円ということで、それで折半をした事業費で行ってまいりたいというふうに

考えております。 

以上で、３点ほどの説明を終わらせていただきます。委員長。 
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○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○企画財政G総括主査 

それでは私の方から平成２７年度一般会計補正予算（第４号）全体の概要につきまして御説明

申し上げます。７ページになります。補正の総額につきましては、歳入歳出それぞれ７千４３５

万７千円を追加しまして、予算総額を４６億４千４９８万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しております。 

はじめに、歳出よりご説明申し上げます。まず総務費です。財政調整基金積立金ですが町の振

興発展ということで１件寄付がございました。５０万円を財政調整基金に積み立てをしてまいり

ます。またふるさと事業寄付金につきましても、１件寄付がございましたので１万円を積み立て

いたします。交通安全指導員被服等購入事業ですが、新任の交通安全指導員１名分の被服等の購

入経費として１１万４千円。先ほど総務グループ総括主査より説明ありました職員住宅の改修事

業につきましては老朽化した１棟２戸の職員住宅の改修に係る工事請負費として１千３４６万

円。電算室設備改修事業につきましては、故障した電算室のエアコンの修繕にかかる工事請負費

として９０万円。行政システムの改修事業につきましては、行政基幹システムのうち選挙システ

ムにかかる改修事業の委託料としまして、２１万６千円を計上いたします。総務費総額１千５２

０万円の増額補正となってございます。 

続きまして民生費でございますが、ケアハウス建設工事に係る基本設計業務委託料として９８

０万円増額補正ということで計上してございます。 

衛生費につきましては、まず国民健康保険事業特別会計繰出事業ですが、国民健康保険財政の

安定的な運営のために国民、国保特別会計へ繰出を行うものであります。３千１８１万２千円を

計上しております。 

次に後期高齢者医療特別会計繰出事業ですが、保険基盤安定負担金の額の確定によりまして現

計予算との差額分１１０万５千円を繰り出しいたします。養育医療費扶助事業につきましては、

前年度において概算交付を受けておりました養育医療費国庫負担金につきまして実績がゼロ件の

ため概算交付額を返納するものであります。１１万８千円の増額補正でございます。保健福祉総

合センターの非常放送設備等更新工事でありますが、不具合を起こしております保健福祉総合セ

ンターの非常用放送設備の更新工事経費として４６４万１千円を計上しております。衛生費総額

３千７６７万６千円の増額補正なってございます。 

続きまして農林水産業費です。まず、気象情報システム管理事業ですが、次年度よりドコモ環

境センサーネットワークを用いた気象情報を提供するために、パソコン端末データの閲覧システ

ムを構築するための委託経費として、４９万７千円を計上いたします。環境保全型農業直接支援

対策事業につきましては、支援対策支援対象面積の増ということで１万８千円を増額補正いたし

ます。清里地区道営農地整備事業につきましては、事業費の増加に伴う増額補正ということで７

５万円を計上いたします。農林水産業費総額は１２６万５千円の増額補正ということになってご

ざいます。 

続きまして商工費ですが、緑清荘の設備施設修繕事業ということで４５１万の増額補正なって

おります。廊下天井の配管改修、厨房換気設備の更新、非常照明器具の改修工事となってござい

ます。 
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続きまして教育費ですが、教師用指導書教師用指導書等の購入事業につきまして、平成２８年

４月より使用開始となります清里中中学校教科書の改訂版にかかる教師用教科書及び指導書等の

購入経費としまして、１２４万５千円を計上しております。清里トレーニングセンター備品更新

事業につきましては、トレーニングセンターで使用いたしますポータブルアンプの更新費用とし

て３０万円計上しております。既存のアンプが故障してしまいまして、修繕ができない状態であ

りますので、今回更新をするものであります。給食センター食器等購入事業につきましては、平

成２８年度より清里高校への給食提供を開始するにあたりまして、不足している食器食管及び消

毒保管庫の購入経費として１９８万円を計上しております。教育費総額は３５２万５千円であり

ます。 

次に災害復旧費でありますが、前回第３号で補正いたしました台風２３号による被害にかかり

ます道路等災害復旧事業及び農地災害復旧補助事業の事業費がおおむね確定いたしました。まず

道路災害復旧事業につきましては工事請負費の減と言う事で２５０万円を減額いたします。農地

災害復旧事業につきましては、農地災害復旧補助事業につきましては、総事業費が増加したため

４８８万１千円の増額補正を行います。災害復旧費総額は２３８万１千円であります。歳出の総

額につきましては、７千４３５万７千円となってございます。 

続きまして歳入の説明をさせていただきます。国庫支出金につきましては選挙人名簿システム

改修費補助費いうことで、１１０万８千円。保健基盤安定負担金の国庫負担金２５１万１千円。

あわせまして、２６１万９千円を計上しております。道支出金につきましては、保健基盤安定負

担金の道負担金が１６３万円。環境保全型農業直接支援対策事業補助金が１万３千円。合わせま

して１６４万３千円であります。 

寄附金につきましては歳出でご説明いたしました寄附金の収入として２件、合わせまして、５

１万円。残りすべて地方交付税を充当させていただいております。地方交付税６千９５８万５千

円であります。 

現計予算額４５億７千６２万３千円に、７千４３５万７千円を追加しまして、補正後の予算額

は４６億４千４９８万円となります。 

以上が平成２７年度一般会計補正予算（第４号）の概要でございます。なお８ページ９ページ

には補正内容財源内訳の補正予算概要掲載をしております。総務課の分につきましては先ほど総

務グループの総括主査よりご説明したところでありますし、その他の課の分につきましては１０

０万円以上のものを掲載しておりますので、ご覧いただきたいと思います。詳細につきましては

担当所管よりそれぞれ説明があろうかと思います。私の方からは以上です。 

 

○勝又委員長 

 はいただ今平成２７年度清里町一般会計補正予算（第４号）についての説明がございました。

各委員の方からはい、河口委員。 

 

○河口委員 

 何項目かあるんですが、まず１項目総務費の中の職員住宅改修事業中で私の記憶する分にはこ

れいつ建築されたものなんでしょうか。 
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○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今回改修いたします、先ほど総括の方からご説明あった住宅につきましては昭和３７年に建築

された建物でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ある建物を使えるだけ使うという基本的なことについては理解するんですけども、築年数等を

考えたときに本当にこれがベターあるいはベストなのかというと、非常に疑問を抱くところなん

ですが。現行を改修するメリットって何があるかというと、基礎部分だけのことに限られると思

います。基礎部分をそのまま使うということは、構造上当然間取りは変えることが基本的にはで

きなくなるなかで、どうしても基礎が基本になるかなと思うんですが。 

ここでひとつもう一度考えていただきたい。この間地方創生やなんかでも民間の事業というこ

とを謳って、民間委託で借上げ住宅ということも当然考えられる。同じ１千３００のときに民間

が建ててそれを借上げてもらうと土地だけは提供しますよっていう方法も一つあるかなと思うん

ですね。 

今昭和３７年のものを利用することのメリットは、もう少しその辺の説明がなければ理解でき

ないと思っていますので、その辺はちょっと。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今のご質問でございますが、現在町で職員住宅として保有しております住宅のうち、空き家と

なっているのが現在５軒ほどございます。その状況の中で現地を確認した中で、今回改修をする

建物については、構造体先ほど言った構造的に柱基礎、梁など十分活用できるという判断のもと

で、今回リニューアルをさせていただきたいということで、新築に近いような形のリニューアル

を考えていきたいというふうに考えてございます。 

またもう１つは来年以降の整備計画ということだと思います。これにつきましては今後、職員

の採用の計画を鑑みながら、河口委員がおっしゃるとおり、これからの民間住宅の活用の方法、

それから公営住宅の空き状況、この辺の動向などを踏まえながら職員住宅の整備の考え方につい

て進めて整備をしていきたいなというふうには考えております。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 ここの町はずっと住宅供給については、行政側からの住宅供給がすべてで民間は立ち入るとい

いますか、民間が努力できる部分という僕はなかったんだろうと思っています。この辺をこれか

ら先については、この辺の住宅供給についてはもう少し慎重に考えていただいて、将来を考えた

住宅行政をやっていただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 委員のおっしゃるとおり、今年事業計画等々つくっております、まち・ひと・しごとの中にお

いても、民間住宅の促進ということで、今後総合計画なり、さまざまな形で反映されてくるのか

なというふうに考えてございます。 

よって今後職員の住宅のあり方についても、そのへん等を鑑みながら町として建てるのが良い

のかどうなのか。民間住宅を活用していくのかどうなのか。その辺の手法を踏まえた中で、今後

整備計画を樹立していきたいというふうに考えてございますのでご理解をいただきたいと思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員。池下委員。 

 

○池下委員 

 これまず何軒あるの。２戸やるってこと。 

 

○総務課長 

 １棟２戸でございます。 

 

○池下委員 

 １棟２戸を昭和３７年の建物って言ったら、たぶん断熱材だとか一切入ってないと思うんだけ

ども、それも全部やるっていうことなんだけども。今河口議員からも話が出て１千３４６万かけ

る必要があるのかっていうものでもあるし、考え方として公営住宅もっていう課長からの話もあ

ったけど、公営住宅についてもこれ建設課の問題なんだけども、いろいろと努力はしているよう

だけど、何年間は空いている状況があったり、そういった中において空いているものは空いてい

るものでほったらかしとけと、新しくこうやって１千３４６万ってほとんど新築みたいなもんで

すよ。かたやこうやってお金をかけていくなんか言っていることがアンバランス。建設課は建設

課。総務課は総務課っていう考えではなくて、やっぱり連携をもった中で１つの行政としてこれ

どうなんだろういうことを本当に真剣に話し合っているのかなっていう部分が見えるんで、そこ

ら辺はどういうふうに考えます。 
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○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今、池下議員の御質問でございますが、公営住宅については、公営住宅の方の空き状況という

こともございますし、私がご説明したのは、あくまで空き状況等々を鑑ながらということでござ

います。すべて公営住宅の方に職員を入居させるとかそういうことではございませんので、その

へんはまず御理解をいただきたいと思います。今後職員の退職等々に伴いまして、毎年何人か職

員の採用をしていかなければならないというのは現状でございます。それに合わせながら職員住

宅をある程度整備をしていかなければならないという認識でございます。 

ただ今回につきましては、今ある既存の住宅を有効活用しながら、明年度採用なる職員のため

に改修をしていくということでございます。先ほども御説明したとおり、リフォームということ

で新築に近いような形で職員の住環境の向上を図ってい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。 

もう一つ、各課連携をとりながら住宅の施策を計画したらどうですかということだと思います。

明年度建設課におきまして、その民間住宅それからさまざまな住宅の整備について、各課関係す

る学校教育、そして総務課・建設課等々で連携をしながら、住宅の施策について協議をしていく

ということに今のところ進んでおります。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 こういうふうに職員の町の住宅を改修してやるっていうことに関しては、私は前から整備した

方が良いという話もしていましたので、それはやぶさかではないんだけども、やっぱり現状を見

ると何なんだと、やったのに入っていないとかそういった事例もありますんで、極力やっぱり人

が増えることによって、当然住宅が少なくなるのはわかるんですけども、そこに住む人間の立場

になって物づくりをしていかないと。今回やるやつだって、結局は基礎がそのままだから１棟２

戸建てて入ったはいいけど狭いとかいろんな状況考えられるんで。独身の人でもある程度面積が

ないと。うちの町でもね、単身者用住宅もありますけど。無駄な投資にならないようしていただ

きたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 まず１点御理解をいただきたいのは、改修済みの職員住宅において、空き家になっているとこ

ろは今のところございません。まずそこは御理解をいただきたいと思います。改修したところに

ついては、水洗化ですとかキッチンの改修等々しているところには職員は今のところ居住してい

るっていう状況でございます。 
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そして今回私たちども考えていますのは世帯向けでなくあくまで単身者用の住宅として整備を

していきたいということでございます。現在保有している職員住宅を改修しながら、新たに採用

される職員の住宅向上を図っていきたいということでございますので、そのへん御理解をいただ

きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員ありますか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 これの事業は大いに進めていっていただきたいと思いますし、効率的って言いますか、計画的

に空き家にならない様に人員採用人数やあるいは採用していても逆を言うと１戸建てに変更する

だとかいろんなことがあるんで、そのことを踏まえた運営を取り扱っていただきたいというのが

一つ。もう一つ出ています公営住宅の中での長期空き家になっている部分の大きな問題で、これ

は建設課の問題でない町としてどうしていくのかという１つの大きな問題点がある。できればそ

の部分についてもいろんな問題あると思うんですが、思い切ったリフォームをして、是非職員の

入居に使うというような施策を積極的に取り進めていかないと、この問題の解決にはなっていか

ないのかなとこのように思いますんで、この部分についての考え方、捉え方。いろんな事の課題

があるかと思いますが、だからと言ってそのままに永遠としておくということにはならない。そ

のへんも含めたやっぱりもう一歩踏み込んだ検討をぜひ進めていっていただきたい。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 ただいまの副委員長の御意見等々を踏まえながら建設課等と協議をさせていただきたいという

ふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんはい、議長。 

 

○田中議長 

 今の職員住宅の件であります。３８年に建設、そうとうもう古い。普通そういった住宅をリフ

ォームするより、壊すことを考えられると思う。 

今回のこの１棟２戸、来年度の職員採用する住宅が無いということなんですけど、そこでこの

新築をするということになると、設計もから始まると来年は間に合わない。そういうことも聞い

ておりますけども、これ私たちは住宅間取りぐらいを建築屋に説明して、それで図面を書いても

らってお願いしますという形になろうかなと思うんだけども、町でそういう住宅を建てるときに

やはりきちっとした図面屋に図面を書いてもらって、そういった手続きを踏んでやらなきゃでき

ないものなのかどうなのか、そこらへんちょっとぜひ聞きたい。 
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○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 まず行政として住宅を整備するにあたっては、議長がおっしゃるとおり、まずは設計から始ま

りまして、それから工事、建築整備をしていくという状況でございます。新たに新築となれば約

２千万近い住宅工事費がかかってくるっていうのは、これ現実でございます。それで議長もおっ

しゃっている内容でございますが、たぶんこれは民間住宅の借り上げ、それとか賃貸住宅に対す

る入居というようなことだと思います。他の町村でもそういう手法を用いた実施している町村も

ございますので、今後その民間住宅はどのような形で動向していくのか。その辺も踏まえながら

いろいろと検討させていただきたいというふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 今回１戸、来年塗装は今回外壁塗装だとか入れて１千６００万ぐらい。何年か前にその定住お

試し住宅、あの住宅の中も見せてもらったですけど、あの住宅も確か１千２００万かそのへんで

できたのかな。そんなふうに認識しているんですけども。そういうこと考えると今朝も通ってあ

そこの住宅を見てきたんだけど、これだけこの古い住宅に外壁と柱だけ残して全部変える、どう

せやるんだったら、もう少し予算はかかるでしょうけど、新築にした方が間取りだとか。 

それともう１点、今回職員住宅っていうことなんですけども、これがもし空いた場合に他に町

営住宅として貸し出せるような、職員住宅にこだわらずそういった考え方もあろうかと思うんで

すよ。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 まず最後の今回整備した住宅が空いた場合の対応ということでございますが、今後職員の採用

の計画ですとか、あと教職員の入居の状況ですとか、様々なことが想定されると思います。その

中で空きがでないような形で、今回整備していくものについては活用していきたいと思いますし、

今回整備するにあたって、整備後は、やはり１５年から２０年は利用できるような施設というふ

うに、私どもも考えておりますので、その辺は空きが出ないような形で使用なりをしていきたい

というふうに考えてございますのでご理解をいただきたいと思います。 

あと、明年以降については何回も同じことで繰り返しになりますが、職員の採用にあたっては

住宅確保するというのは重要な課題でございますので、計画的な整備をしていきたいというふう

に考えてございますし、今現在残っております空き家について現状を把握し、改修をして活用す

るのはなかなか難しいという現状でございます。今回残っている１棟２戸については改修でも大

丈夫だという判断のもとで、今回は改修をさせていただきます。明年以降については新築等の整
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備、それと民間の住宅の活用、この辺も考慮しながら整備計画を進めていきたいというふうに考

えてございますんで、御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ほとんど同じような意見になってしまうとは思うんですけど、やはり私も３７年ってすごい、

何とか安くとかいろんなことを加味しながら考えていただいているとは思うんですけれども、民

間の借上げなり、この間のひと・まち・しごとで言っていたようなことを進めていく。一番中途

半端なイメージがどうしても残ってしまうんですよ。それでこれだけの委員の方々がおっしゃら

れたと思うんです。先ほどから聞いた中で検討しますということがさっき２回ほど出てきている

んですけども、本当に検討していただきたいな。このままあげていただいたら、ちょっと首かし

げてしまう状況で行くような気がしますんで、本当の意味でちょっと検討一回していただいた方

が良いと思っているんです。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 私の説明不足かもしれませんが、検討という言葉につきましては２８年度以降の事業の整備に

ついて検討していくということでございまして、今年度の１棟２戸の改修については、この基本

的な考え方で進めさせていただきたいということでございますので、そこはご理解をいただきた

いと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 だと思ったんですけども。ご理解いただきたいという答弁がずっとあって、総務課が言った検

討するが、２８年度以降これはここの場でこれだけ話しても、結局このままでいくっていうこと

なんですか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今回の改修につきましては、先ほどからお話している通り、構造体として活用できるものを活

用しながらキッチンですとか風呂場ですとかトイレですとか、その辺は改修をしていって住環境

を図っていきたいところでございます。 
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先ほどから何度も申し上げているとおり、今回のリフォームについては、より新築に近いよう

な形の大改修という形で考えてございますので、まずは進めさせていただきたいというふうに考

えてございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 課長も２８年度以降のことに関しては検討させてくれっていう話なんだけども、実は何年前に

なりますか、消防住宅のときも、総務課長がその時は澤本課長ではなかったんですけど同じ発言

をするんですよ。そうやって消防住宅の時にも４千万かけるんだったら、建てかえた方がいいっ

ていう議会からもそういう意見がいっぱい出たんですよ。そのときの答弁も今と同じで次年度か

らそういったことに関しては、検討させてくれっていう課長の答弁があった。 

さっき答弁されている時に、この１千３４０万かけたことによって１５年か２０年使っていく

っていう話なんだけども、基礎的な部分とか梁とかまだまだ十分使えるということでそういう改

修なんだけど、であるならばもう少しお金をかけて４０年５０年持つ家を建てた方が良いんじゃ

ないの。議会議員さんみんなそういう気持ちだと思いますよ。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 最初の平成２５年度消防職員住宅の改修ですか、その時のさまざまな状況について私も把握を

してございます。そのときにおきましても当時の総務課長の方も、当面は活用できるものは活用

しながら整備をしていきますよという形でたぶん御回答させていただいているのかなというふう

に思っております。 

今回の１棟２戸の改修につきましては先ほども言ったとおり、明年４月から職員の採用をする

にあたっての入居するための改修ということを、まずはご理解をいただきたいということと、あ

と２８年度以降については先ほども言ったとおり空き家が４戸はございますが、それはもう私ど

もとしては改修できない、不可能だという判断をしております。よって、２８年度以降は新たな

職員住宅を整備していくのか。民間住宅を活用していくのか、その辺の検討をしていきたいとい

うことでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 改修に関して、さっきから課長がそういうふうに説明されているんですけど、これ時間の問題

もあったのか、新築をするという考えになぜ至らなかったのか、職員を採用するっていうのは１

１月１２月に決まったわけじゃないですよね、早い時期から採用することは解っていたはずなん
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ですよ。であるならば、もっと時間があったはずだし、なぜ新築にしないで、改修にというふう

になったのか。 

そういった経緯っていうのは、さっきから説明ありますけど議員として言わしてもらうならば、

こういった案件に関して総務課の１件１件を議会でやるわけじゃないですよね、一括的にやるも

んだから。例えば１件だけが認められなくても反対できないんですよ、正直言って。総務課長が

一番解っていると思うんですけども。だから皆さんもっと審議をしてつくった方が良いんじゃな

いですかって考えるんですよ。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 まず職員の採用でございますが、これにつきましては計画をもって採用するわけでございます

が、地元の出身者の方等々いろんな状況の中で実質住宅がどのぐらい必要なのかというのは、あ

る程度１０月になってこなければわからないという現実的なものもございます。今回１２月で改

修をさせていただきながら明年度、町外から採用されるであろう職員のための住宅を確保してい

きたいということでございます。 

前もって新築なりそのへんの整備をしていくということを協議すべきじゃないかという御意見

でございます。何度も同じ回答になりますけども、２８年度以降については今のある職員住宅を

改修等々ということは不可能に近いわけでございますんで、事前にいろんな形でまた委員会とは

協議させていただきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 先程から色々答弁いただいていて、これについては執行されるんだろうと理解しておりますけ

ども、それにあたっては十分な住宅にしていただきたい。例えばこの予算がどうしてもこれは無

理なんだと言ったときに、さらなる補正ということがきちっと説明できれば、それはそれでそれ

もありということに理解していますけども、当然先ほど言った柱と基礎、今は外断熱が当たり前

のことになっていますけども、それについては今の住宅に見合う断熱だとかその辺を十分踏まえ

た上で作っていただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 大変ありがたいお言葉と思います。今回の改修は断熱、それから屋根の葺き替え、さまざまな

形でリフォームをしていきたいというふうに考えてございますので御理解をいただきたい。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 ２項目目よろしいですか。エアコンのこれ何キロのエアコンを予定されているか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 詳細の資料をちょっと今手持ちに無いので、後程ちょっと御説明させていただきたいと。 

 

○河口委員 

 型番だけで、数字の部分だけで結構です。 

 

○総務課長 

 ８０型という。 

 

○河口委員 

 ３馬力なんだけども価格については十分努力していただきたい。以上です。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 先ほど話にまた戻ってしまいます。もう１点だけ確認させていただきたいんですけども、今だ

に私、腑に落ちてないんですが、先ほどからおっしゃられている１棟２戸分が次年度の新規採用

の絡みでというお話なんですけども、例えばそれに間に合わせるために補正組んでいる部分では

なくて、間に合わないかもしれないですけど、もうちょっと考えましょうというか検討しましょ

うというかっていう形にして、次年度入ってくる職員に町営住宅とかで一回入ってもらうとか、

もう一度考え直すとかそういうような考え方というのは起こらないものなんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 公営住宅の空き状況にもよると思いますけども、明年は４月１日からの新規採用でございます

ので、もし空き状況等によって、部屋が確保されないというふうになった時のことで、いろいろ

考慮しながら考えていくと今段階で１棟２戸の職員住宅を確保するというのが私どもの考え方い
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うことでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。よろしいですか。他委員さんありませんか。 

この住宅の関係なんですけど、役場の職員住宅の件のときもありましたけど確かに余り立派な

ところへ職員が入るっていうのも、町民の手前という部分はあるのかなという部分なんですけど、

今回のこの意見を聞いた限り中で、僕は役場の職員にとって実にありがたい言葉をいただいてい

る部分かなと思う。新築でもＯＫですよみたいな感じの部分ですからね。確かにその有効な活用

をしながらということは解りますけど、当然５０年以上も経つものですから、基礎だとかそうい

う部分で不都合があった場合には、当然それを補修してかなくちゃいけない部分がございますの

で、それも含めて明年度の部分の整備のこと、それらも含めて、やはり１度やっぱり整備すれば

また手を加えれば、またしばらく長く使うわけですので、よく考えた形の中で整備を進めていた

だきたいなとそのように思う次第でございます。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 勝又委員長のお言葉は大変ありがたいところでございます。 

今回改修するにあたりまして今お話あったとおり、基礎ですとか柱等々も含めたある程度状況

を見ながら、整備をさせていただきたいと思いますし、平成２８年以降についても職員の住環境

の整備ということも含めながら、いろいろな形で検討させていただきたいと思いますのでよろし

くお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 無ければ終わります。よろしいですか。それでは続きまして、日本で最も美しい村連合加盟に

ついて。はい担当。 

 

○総務課参与 

 斜里岳のすそ野に広がる美しい農村景観のまち、緑花緑で進められてきた市街地でありますと

か、道路脇の美化推進などで本町につきましては、内外等認める美しい景観を備えた町でありま

す。町長についても平成２７年度の執行方針でこの美しい景観を守り育てかつ活力ある地域づく

りと交流人口の増加を図るため日本で美しい村連合の加盟を目指していきますと表明をしている

ところでございます。 

今回、平成２８年度の加盟に向けて準備を進めているところでありますので、概要につきまし

て説明をさせていただきたいというふうに思います。１０ページ、１１ページをお開きいただき

たいというふうに思います。 

NPO 法人日本で最も美しい村連合の概要につきまして御説明させていただきたいというふう

に思います。日本で最も美しい村連合につきましては、１９８２年フランスで始まった運動に範

をとって失ったら二度と取り戻せない日本の農山村の景観環境、文化を守り将来にわたって美し
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い地域を守り続けることで観光的付加価値を高め、地域資源の保護と地域経済の発展を図ること

を目的に、平成１７年１０月に美瑛町含む全国７つの町村からスタートしております。現在６０

町村地域が登録されている状況でございます。 

１番目的についてであります。３点ほどございます。自らの地域に誇りを持って将来にわたっ

て美しい地域づくりを行う。２つ目、住民によるまちづくり活動を展開することで、地域の活性

化を図って地域の自立を推進。３つ目、生活の営みによりつくられてきた景観や環境を守り、こ

れらを活用することで観光付加価値を高め、地域の資源の保護と経済地域経済の発展に寄与する

ことという目的がございます。活動内容につきましては名称、ロゴマークの使用普及の推進加盟

自治体の相互の研究交流の推進、経済的価値を高め社会的発展の推進地域の魅力を発信して、交

流人口の増加による地域経済の発展、推進世論を高めるための広報活動の実施を行っております。 

加盟の条件であります。まず人口が１万以下の町村ということになります。ですから、市はだ

めだということになります。町村または地域という条件がございます。それから各自治体の議会

の同意を得ること。そして地域資源、いわゆるこれにつきましては先ほども目的等でも申し上げ

ましたとおり、ただ単に景観が美しいだけではなくて、その景観と人の営みや文化がマッチング

連動しているというようなことが地域資源として重要なことであるというふうに捉えておりま

す。加盟のメリットでありますけども自治体で取り組んできた各施策の再構築を行うことができ

る名称とロゴマークの使用。いわゆる認知度高いこの美しい村連合の名称ロゴマークを内外に発

信できるということ、それから町民や事業者に自らの地域を美しい村ということの啓蒙、自立的

な地域づくりの努力を流すことができる。共通の課題を持つ町村が取り組んできた最善策より豊

かに乗り越えるための水準をお互いに協議学習することができる。この連合は世界で最も美しい

村連合にも加入しておりますので、そういった国内外での美しい村連合の社会的認知度が高まっ

ているというところで、加盟町村地域においても注目認知度がさらに上がる、高まるということ

が期待されるところでございます。 

１１ページ、経費の関係でございます。概算の概算でございますけども、初年度につきまして

は約３５０万程度。これにつきましては、かなり高めに見積もっております。通常年であります

と、２００万程度の経費がかかってくるのかなというふうに思います。初年度につきましては審

査をしていただく審査料でありますとか会議、旅費、需用費等がかさみ、その他町界に、いわゆ

る町に入る時にカントリーサインとかってありますけども、美しい村連合はその町界にここから

美しい村連合になりますという、この１３ページにロゴマークありますけども、この看板を立て

て、ここからの町は美しい村連合に加盟しています。美しい村、美しい町というＰＲというかを

アピールをするための看板を立てることも義務になっておりますんで、そういった看板の経費等

も含めた形の中で初年度約３５０万程度見込み、通常年度は２００万程度かなっていうふうに。

これについては先ほど申し上げましたとおり概算ということで、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

６番目、主な活動であります。全国的な連合の部分につきましては、定期総会でありますとか

フェスティバル、学習担当者の会議等がございます。そして北海道の中でも２０１５年度も含め

まして、８つの町村地域がございますけども、連携会議というところで、定期総会でありますと

か幹事だけで活動相互交流のイベント等を開催しているところでございます。また機関紙の発行

でありますとか、ポスター、カレンダーの配布、グッズ等の斡旋も行っております。本町としま

しても広報ポスターなどにロゴマークを使用したり、ロゴマークを活かした内外への普及・PR、
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そして先ほども申しあげているとおり、加盟市町村との連携によるＰＲ、またはこれは町村だけ

ではなくて各企業もこの美しい村連合に加入しているというような部分も含めまして、企業との

連携交流ということもつながっていくのかなと考えております。 

７番目の加入の市町村の一覧でございます。１２ページでございます。先ほど申し上げました

全国６０町村地域、そして北海道は２０１５年に枝幸町と滝川の江部乙地区が加盟しております

ので、８というところでございます。 

そして１３ページでありますけども、１３ページにつきましてはこのロゴマークの使用権が与

えられるというところで、今年度も美瑛町が世界大会を開催したということで大きく新聞にも取

り上げられてきておりますけども、世界の世界連合の中の日本も加入しておりますし、この説明

させていただいた部分につきましては日本のこの連合に加入をしてＰＲをしっかりしていくとい

うところでございますのでご理解をいただきたいと思います。 

最後になりますけども今後のスケジュールでございますけども、２月の中旬に事前申請といい

ますか、申請をさせていただきたいというふうに思います。その後現地調査につきましては明年

２８年度の８月ごろ現地調査に委員さんが来られるということになろうかなというふうに思いま

して、その後内示を受けて正式に認定されるのは１０月の初旬というふうに聞いております。こ

れもつけ加えさせていただきますけども申請したからといって必ずしも認定されるということに

はなりませんけども、もちろん申請する以上は認定されるように申請手続をしていきたいという

ふうに考えておりますんで、先ほど申し上げましたとおり議会の同意が必要だという案件でござ

いますので、どうかご協力のほどよろしくお願いしたいというふうに思います。以上でございま

す。 

 

○勝又委員長 

 ただ今担当より日本で最も美しい村連合の加盟についての説明がございました。 

河口委員。 

 

○河口委員 

 この美しい村についてはちょっと調べさせていただいて、２０１５年に６６カ所ですか。いろ

んな場所ずっと見てみますと、景観のそういう面では環境ということが２つ最低限なんですが、

やっぱり文化というのがほかの市町村すべて文化ということでは連携されているんだろうと思い

ます。 

青森にしても長野にしても１５年に登録されたところがすべて文化。ただ北海道の江部乙とい

うところがそしたら何の文化だろうかといったときには特別ないんですけれども、景観の中に菊

祭りだとか、その辺のイベントだとかそこでとれる食べ物の商品化ですか、６次化がされている

だとか、そのへんが江部乙の判断基準だったのかなという理解をしているんですけども。 

ただいまのことが行政指導型に私は少し違和感を覚えている一人です。行政指導のもとに町民

が理解をして、町民からうちの町はやっぱり自分たちで一番ここは美しいまちだという誇れる部

分から、美しい村宣言がでてくるのかなというのが本来の形。あくまでも行政が突っ走っている、

そういう違和感が少し私自身に残っている。ただこれは行政側がもう少し町民の理解が必要で、

町民みんなでこの美しい村、我が町はということのいろんな思いが町民自ら出てくる形が一番望

ましいのかなと。行きつく先はうちの町が一番美しいから来てくださいということが、まずそこ
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に最終目的があるんだろうと。焼酎にしても、うちの町の景観にしても、ここの町にぜひ来てい

ただきたい。そのための最終目的の中で、やっぱり町民の理解がもう少し必要かなという気はし

ています。ぜひ少しの時間しかないでしょうけども。このへんの町民の広報の仕方について。い

かんせん１つには、町長の公約だから。これはもう僕は禁句なんだと。そうじゃない、我々の町

の景観を守り育てるんだということをやっていただきたいと思っています。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課参与。 

 

○総務課参与 

 河口委員ご指摘のとおりだというふうに思っております。今まで町民の方々がいわゆる農村地

域であれば、いわゆる先人から始まりました耕地防風林を初めとするこの雄大な耕作地帯、そし

て現在においては花緑活動を中心とした住民一体となった美しい市街地の形成、それらの集大成、

象徴となるようなものかなというふうに捉えております。 

ただ河口委員ご指摘のとおり申請するのは行政ですけども、発信は住民であることは必要だと

いうふうに思っております。この美しい村連合についての認知度理解度というのはまだ町民にも

そこまで浸透していないのかなというふうに感じております。今後短い時間の中ではありますけ

ども、花緑委員会でありますとか、自治会長会議でありますとか広報でありますとかインターネ

ットでありますとか、そういったさまざまなツールを使って住民の方々にも御理解をいただきな

がら、この先陣を初め、町民一丸となって、育んできたこの景観を今後とも守り育てていく、そ

して最後、河口委員からも御指摘いただいたこの特色を活かした清里町にたくさんの人が訪れる

ようなまちづくりを進めていきたいと考えてございますので、御理解をいただきたいというふう

に思います。 

 

○勝又委員長 

 はい河口委員。 

 

○河口委員 

 タイミングとしては、交流施設が来年度建つタイミングの中で、十分この町がＰＲできるとい

うことの戦略的な位置づけとして、是非やっていただければと思いますが、それは町民少なから

ず理解をぜひその辺の方法については上手にしていただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 自分もまったく河口さんのおっしゃる通りだと思って賛成なんですけども、やっぱり町民全体

の理解の上に、町民全体の熟成の上に、これは本来町民皆が清里町はということで、誇りを持っ

たうえで加入していくのが理想だと思うので、その点はやっぱりしっかりと本当短い間ですけど

も、町民の皆さんと一緒になって、この加入に向けて足並みを揃えていけるようなお知らせの仕
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方ですとか PRの仕方ということで、しっかりやっていただきたいと思います。 

どうも日本で最も美しい村というその言葉だけでイメージが先行しているような感じがあるの

で、やっぱりそのメリットもあるでしょうが、それに対するデメリットといいますかおそらく規

制みたいなものいろんな面ででてくるかと思います。そのへん来年度に向けて加入するための審

査といいますか、そのハードルを１つお聞きしたいのと今申し上げたデメリット的なものが果た

してどういうような規制みたいなものが生まれてくるのかというのが、もしわかる範囲で教えて

いただければお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課参与。 

 

○総務課参与 

 まず、どのようなハードルがあるのかというような部分でありますけども、その審査の中身に

ついては、当然この景観という部分がありますので、町並みがどう整備されているのか、変な話

まちにごみは落ちていないのかとか、公共のトイレがきれいに使われているか、案内標識が整っ

ているかとか、数は多過ぎないか少なくないか。ちゃんとアプローチできているか。町並みの木

や草や芝や花がどのように管理されているか等々ございますし、先ほど河口委員御指摘のとおり、

ただ景観が美しいだけではなくて、そこに人の営み、生活、産業がどう溶けこんでいるのかとい

うような部分が最も重要な部分でございます。ただ景観が美しい、斜里岳がきれい、摩周湖がき

れいというところではなくて、景観と人の営み文化がどう繋がっているか、これが非常に大切な

要素というふうには伺っております。清里であれば今申し上げましたとおり、例えば、斜里岳の

すそ野に広がる整然とした大規模畑作風景がございますし、斜里岳や摩周湖から吹き出す豊富な

水資源、さらには住民協働で進めている花緑交流のまちづくり事業がございます。そういった部

分をどう景観と文化、そして人との生活の営みとマッチングさせていくのか、このあたりが私の

今のとらえ方としての地域資源かなというふうに捉えておりますし、このあたりでむこうの事務

局の方にも申請手続きを進めていきたいないうふうに考えています。 

デメリットというような部分がございますけども住民の側からすると、そう言った部分で例え

ばプレッシャーっていうんですか、ストレスというような部分が感じられないような、そういう

取り組みにもしていきたいなというふうに思っております。逆にこの美しい村が住民の皆さんに

とって自信に繋ったり、今後の環境整備だとか、そういうところのプライドや自信やそういう勇

気に繋がれば良いかなというふうに思っております。 

何かの規制があるかというような部分につきましては、特段聞いておりません。先日も近隣の

標津並びに鶴居村の方にも行ってまいりましたが、何かを規制を受けるだとか何か特別なデメリ

ットがありましたかというふうに私もお伺いしましたけど、特にデメリットはありませんでした。

規制は特に受けておりませんという回答をいただきました。 

ただ審査が終わって、もし認定されたとしても定期的に再審査もございます。そういった中で

当然のことながら先ほど申し上げましたような項目でありますとか常にそういった部分で注目を

浴びるというようなことはございますけども、特段ハード面ソフト面で規制を受けるようなこと

はないというふうに。以上です。 
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○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 重ねてのお願いになりますけども、今言われた町民全体がプライドをもって誇りを持てる、自

信を持てるといったような良い形での加入を目指してＰＲ活動をしっかりやっていただきたいと

思います。 

 

○勝又委員長 

 コメントいいですか。ほか委員さんからありますか。なければ③番日本で最も美しい村連合の

加盟について終わりたいと思います。④番平成２７年度国勢調査速報値について。はい、担当。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 私の方より、④平成２７年国勢調査速報値について報告いたします。 

国勢調査平成２７年１０月１日調査基準日として調査を実施しております。総人口につきまし

ては４千２２６人。うち男性が２千５１人、女性が２千１７５人となっております。世帯数にお

きましては１千６７１世帯となっております。以上速報値の報告を終わります。 

 

○勝又委員長 

 只今、平成２７年の国勢調査の速報値について口頭説明がございました。委員の皆さまからあ

りませんか。無いようですので、全体を通して何かありますか。池下委員。 

 

○池下委員 

 今日の議案にないんですけど１つ聞きたいことがありまして、今活動交流施設が整備事業され

ておるんですけども、実は整備する以前にあそこのレストハウスの宴会場にさまざまなものがあ

ったはずなんですが、それはどういう処理をするのかちょっとお伺いしたいんですけども。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 今池下委員の御質問は多分、備品関係というご質問だということでよろしいでしょうか。前回

というか、その前の確か委員会でも備品の取り扱いについて御説明しているところだと思います

が、あそこにありました備品等につきまして町として活用できるもの、これにつきましては丸テ

ーブルですとか椅子、長テーブル等々町として活用できるものについては、今新栄の方の会館の

方で保管をしております。それ以外の活用できないと判断したものにつきましては処分をさせて

いただいているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 活用できないものは処分と言っていますけど相当ありましたか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 中身的にはお皿ですとか、そういうものがメインだったかなというふうには考えてございます。

なおかつこの備品につきましては、これは旧レストハウスの会社の所有物ということもございま

して、相手方といろいろ御相談した中で、行政として使えるものは活用させていただきますよと

いうある程度の同意というか承認をいただいた中で処分処理をさせていただいているという状況

でございますので、それは御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 あそこを運営していた会社等いろいろと話したうえで、そういうふうに決めていたのかなとい

うふうに思うんですけど、町民の方が廃棄をしたという部分に関して結構知っている人がいるん

ですよね。会社が持っていたものと行政側と話した中でのことなんですけども、できれば町民の

方に、例えば安くてでもいいから譲ってほしいという、そういう情報を流して欲しかったという

意見が、結構私のところ聞いてますんで、投げてしまったものはしょうがないんですけども、ま

た今後そういうことがあったらなんて言うんでしょう、少量なのかもしれないですけれども、そ

ういうふうに無駄にしないで幾らかでもお金になればということを言っている町民の方もおりま

したので、無駄かもしれないですけども、そういうふうな情報提供も必要なのかなと思いました。

ちょっと覚えていてもらえればなと思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 なかなか難しい問題でありまして所有権って言ったらいいのかどうなのか、これはもう会社の

ものでございますから、それを町民の方に売買なりをしながら、行政が収入としてどうなのかと

かいろんな難しい面が出てくるのかなと思います。 

それで今回につきましては、あくまで町としてイベントですとかいろんなことで活用できるも

のについては、町で利用させていただきたいという相手方との確認の上で、やらさせていただい

ているということでございますので、そこは御理解をいただきたいなというふうに思っておりま

す。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 一番にもったいないそこなんですよ。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。他に村島委員。 

 

○村島委員 

 ちょっと時間も相当経過しましたけど、②平成２７年度特別会計の補正住宅のことなんですけ

ども、各委員からはいろんな意見も出されまして議論されましたけれど、私思うようにはやはり

何と言いましょうか、課長の話ですけど２８年度以降はそういう考えでいくとわかりました。た

だ４月１日から採用開始されますよね。そうした中で今から本議会で定例会１２月で通ったと仮

定しまして、この３カ月の中で住宅をリフォームして期間的にスムーズに進めていかれるものか。

そのへんちょっと１点だけ。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 整備期間、いつまで３月一杯でできるのかどうなのかという御質問だと思いますが、現在建築

の方の担当者といろいろ十分打ち合わせした中で、それは可能だという判断の基で今のところ進

んでおります。 

 

○勝又委員長 

 村島委員、いいですか。他。委員さんありませんか。なければ総務課４点について、終了させ

ていただきます。どうもご苦労様でした。５分休憩します。 

休憩  午前１０時３０分 

                             再開  午前１０時３５分 

 

○勝又委員長 

 それでは休憩前に引き続き総務常任委員会進めます。生涯教育課３点ございます。よろしくお

願いします課長。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課３点、まず１点目の平成２７年度一般会計補正予算生涯教育課所管分につきまして

説明させていただきたいと思います。今回の補正につきましては、平成２８年から必要になるも

の、２７年度中に整備等が必要なもの、それから備品等の壊れたものについての補正ということ

で、担当より説明をさせていただきます。 
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○勝又委員長 

 はい、担当。よろしくお願いします。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは資料１ページ、平成２７年度の一般会計補正予算、生涯教育課所管分についてご説明

したいと思います。私の方から学校教育グループについて説明したいと思います。  

まず９款教育費、３項中学校費、２目教育振興費の教師用指導書等購入事業につきましては教

科書改訂によりまして、平成２８年４月より使用開始となります中学校教科書の教師用教科書及

び指導書を事前購入することで、４月からの指導体制が円滑に進められるよう体制を構築するも

のでございます。今回１５教科に係る教師用教科書４４冊、教師用指導書３８セットを購入する

ものであり、その経費として１２４万５千円を計上するものでございます。財源は全額一般財源

となります。 

続きまして９款教育費、５項保健体育費、５目学校給食センター費の給食センター食器等購入

事業でございますが、平成２８年度より清里高校への給食提供を開始するにあたり不足している

食器・食缶及び消毒保管庫の購入を図るものであります。食器につきましては、６種類の食器９

０個を基準数とし、現在の在庫との調整を図り、不足分の購入を図るものでございます。食缶類

も在庫調整によります不足分としております。消毒保管庫につきましても、これまでの食器の種

類の増加や保管方法の細分化によりまして保管スペースの確保が難しいことから、１台を購入す

るものでございます。今回食器食缶で９０万円、消毒保管庫で１０８万円、合計１９８万円を計

上するものでございます。財源については全額一般財源となります。以上学校教育グループ続き

まして社会教育グループに申し上げます。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 社会教育グループの補正についてご説明させていただきます。９款５項２目清里トレーニング

センター備品更新事業でございます。 

こちらにつきましては清里トレーニングセンターの備品でございますポータブルアンプセット

の故障による購入経費の補正でございます。ポータブルアンプにつきましては、各種健康づくり

事業、大会等で使用されているものであり必要な経費となっております。補正額につきましては

３０万円財源については一般財源となっております。 

以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま生涯教育課より平成２７年度一般会計補正予算の説明がございました。各委員

の方ありませんか。なければ進みます。②番、一般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協会へ

の管理業務委託について。課長。 

 

○生涯教育課長 

 それでは生涯教育課②一般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協会への管理業務委託につい

て説明をさせていただきます。議案の２ページをごらんください。スポーツ文化施設の管理運営

につきましては、平成２４年に見直しの検討を始めまして、それまでスキー場、町民プール等の
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管理業務を行っておりました。清里町公共施設管理公社の組織の見直しを行いまして、平成２５

年２月に設立されました一般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協会へ平成２５年度より体育

施設及び図書館などの文化施設の管理業務の委託を行っているところでございます。 

３番にありますとおり期間につきましては、２５年度からということで、平成２５年４月１日

から平成２８年３月３１日までの３年間の長期継続契約を結んでございます。委託内容でござい

ますが、清里トレーニングセンター管理業務としまして施設ですとか設備の維持管理及び清掃窓

口業務、町民プール管理業務としまして、施設設備維持管理業務及び清掃水質衛生管理、窓口監

視業務などそれから緑スキー場の管理業務としまして、スキーリフトの運行ですとか、点検整備

監視ゲレンデの整備付帯施設の維持管理、窓口業務など行っております。その他体育施設等管理

業務としまして、緑ヶ丘公園パークゴルフ場、町営野球場、武道館、テニスコート、清里ゲート

ボール場、郷土資料館等の施設設備点検外構の維持管理等を行っております。また、文化施設と

しまして、図書館管理業務としまして施設の設備時間窓口業務、図書館資料の整理保存図書館事

業の企画実施等ということで委託を行っているところでございます。 

５番委託料につきましては、毎年度予算に定める額ということで平成２７年度におきましては

予算額２千６６４万６千円でございました。訂正をお願いしたいんですが、平成２５年度括弧書

きに決算額を書いてございますが、２千３９０万１千円となってございますが２千９０万１千６

２６円が２５年度の括弧書きの決算額でございます。 

６番公人の役職員ということで、常勤としまして、理事長１名、副理事長１名、理事２名、監

事２名職員としまして、事務局長１名、正職員２名、臨時職員通年の職員が４名のうち１名が図

書館の司書でございます。それから短期緑スキー場の職員としまして１７名ということで勤務し

てございます。 

それで平成２８年３月３１日、先ほど御説明した通り今年度で委託契約が終了することに伴い

まして、平成２８年度からの委託の内容変更案について説明協議をさせていただきます。 

まず委託期間の関係でございますが、現在他の指定管理施設等につきましても３年から５年に

延長しておりますので、業務の継続性、これの確保等の観点から、この本管理事業につきまして

も委託期間を変更しまして、５年間平成２８年４月１日から３３年３月３１日の５年間の長期継

続契約を結んでいきたいというふうに考えてございます。 

２番目が職員の増員でございます。近年課題となっております読書離れの対応等それから学校

司書としての巡回指導等を学校における読書活動の支援推進、現在第８次の社会教育の中期計画

で子供の読書推進計画を策定しているところでございます。その関係もありまして、学校との巡

回も含めて臨時職員、図書館司書を１名以上を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。これによりまして先ほど言ったとおり学校司書としての巡回指導等における読書活

動の推進子どもの読書活動の推進図書館活動の充実等を図っていきたいと思っております。それ

から職員の個人の関係でございますが、３年間の期間が終わったということで方針としまして、

正職員に 2名を除く、臨時職員につきまして２月を目途に職員の募集をかけるということです。 

３つ目は消費税の課税でございます。この法人設立から免除でありました消費税でございます

が、事業３年目から付加されるということで平成２７年度分より消費税が課税されます。納期に

ついては２８年５月末ということで２７年度分の確定申告とそれから２８年度分の中間申告分が

新たに消費税ということで、これについては、委託料というふうに思っているところでございま

す。以上２８年度からこの協会への委託についてまた新たに結ばなければならないということで
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説明させていただきました。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、②一般社団法清里町スポーツ文化施設管理協会の管理業務委託についての説明ござ

いました。委員の皆さん。池下委員。 

 

○池下委員 

 お伺いしたいんですけれども、２８年度図書館司書を増員するということですけれども、これ

25年、26年、27年数字だけ見ていると、１００万ずつ上乗せなってきている。２８年度予定

金額が解れば。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 現在予算の編成時期ということでありまして、こちらで今算出している額ということで、今言

いました図書館司書の分、その他今言いました消費税関係も含めまして、５４０万ほど増額にな

るかというふうに積算をするところでありまして、平成２８年度につきましては３千２００万程

度を予定として積算をしてございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 予算の話とは違うんですけれども、これはいろんな施設がありました。郷土資料館当然含まれ

て、年間の利用と言いますか、金額というものは、学校の子どもたちもいると思うんですけれど

も、１００人いるんですか。わかりませんか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 ２６年度の利用状況でございますが、全部で１１８名の利用がありました。２５年度にしたの

は、１０９名ということで今年度も今のところですね。同じような数字になるのかなということ

で、予測はしているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 余り利用がないことは、前から聞いていたんですけれども、ちょっと場所的に離れていて日常

的には鍵がかかっていて、そこに人がいるわけでもないんで、必ず学習センターのほうへ行って、

確認をとってからとなるんでしょうけれども。今後どこか町の施設と合体させるなりして、日常

的に見られるようなところに移動していくというふうな、考えは今のところないんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 今の池下委員の質問でございますが、今おっしゃったとおり郷土資料館につきましては、現状

の場所から移動の考え等はございません。言われた通りですね。通常は鍵がかかっているという

ことで、あそこのところに表示で電話番号学習センターの表示をしていまして、そこから連絡を

いただきまして、職員が行く体制になってございます。 

今後は中期計画の策定委員さんのほうからも、意見等ありまして今考えているのが、通常は、

今の連絡なり管理体制で行っていくのかなというに思いますが、期間を設けて行事的なもの、例

えば開放期間等設けた中で利用者を増やすとか、あと話しているのは緑清荘とかで同窓会とかク

ラス会をやる時に声をかけてほしいということで、そのような呼びかけをしながら、利用者の増

を図って行きたいというふうに考えております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 あるだけで、維持管理費はかかるので、できればわざわざ電話をしていうふうなことではなく

て、施設へ行ったときに一斉にみられるような体制づくりというのは、やっぱり今後考えていっ

たほうが良いのかなと私は思うんです。協議なりした上で町長、副町長あたりと相談してほしい

と思います。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 なかなか資料館自体の場所の移動は、本当に大きな課題というふうに考えてございますが、学

習センターの展示コーナーを利用しながら、郷土資料館にあるものを、学習センター・プラネッ

トの方に持って来まして、展示を行いまして資料館のものを見ていただくような手法を考えなが

ら進めていきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さん。ありませんか。なければ進みます。③番、町民プールの利用状況について。 
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○社会教育Ｇ主査 

 私の方から町民プールの利用状況について御説明申し上げます。３ページ目に資料を載せてお

りますが、町民プールにおきましては、５月２３日のオープン以来１０月３１日まで町内外から

多くの方に利用いただいております。平成２７年度の合計につきましては、男性４千５６７名、

女性４千９５９名、計９，５２２名の利用となっております。建てかえ前の平成２５年度の数値

と比較いたしますと５千４３５名の増となっております。増の要因につきましては、期間の延長

と健康づくり事業等による一般利用の拡大さらには、サークル団体が新規に立ち上がる等が要因

として考えられております。今後とも健康づくり事業等を中心としながら町民プールの利用料に

ついて推進をしてまいりたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、町民プールのいう状況についての説明がございました。各委員から。池下委員。 

 

○池下委員 

 全体的に 9 千 500 名と言うことなんですけれども、具体的に聞きたいんですけれども、光岳

小学校と緑小学校どのぐらいの利用がありましたか。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 光岳小学校につきましてはプール事業で 2回。緑につきましては事業では利用は今年度はござ

いませんでした。その他事業としての利用はなかったので、２回のみと。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

町民プールをつくる時に全体の子供たちもここでプール授業をしながら利用するんだという項

目で６億２千万かけて作ったんですよ。これが、実際に 2回だとか、無しだとかは、事前の説明

とは違うのではと思うんですけれども。緑の場合は、プールの修繕も１００万程度ありましたし、

できれば新しく作った趣旨に沿って利用して行ってもらうように所管からどんどん話をして利用

してもらうようにしていくように努力して貰いたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。課長。 

 

○生涯教育課長 

 今、池下委員に言いましたとおり、当然、授業も含めて休み中の利用含めましても学校それか
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ら、生徒にＰＲかけながら、緑・札弦含めまして子供からお年寄りまで使ってもらえるようにＰ

Ｒ等したいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 一昨年から比べても倍以上の実績ということなんですけども、町民の皆さんからもうちょっと

期間を延長して欲しいというような声があるのか、無いのか。それ対して延長は可能性として可

能なのかどうなのか確認したいです。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 今のところ町民の方からですね。大きな期間の延長の話はないんですけども、今、５月６月、

９月１０月が午後からのオープンになってございます。午前中を少しでもオープン出来たらとい

う声が若干あるようですので、ただこれ 11 月等冬期間になるとまたあれなんですけども、今例

えば６月、９月で午前中からとかそういうのも含め、維持管理の関係もありますので、そういう

ような要望で若干対応は、もしかすると可能かなというふうに思いますが、１１月以降の期間の

延長については現在ではまだ難しいかと思っております。午後からのオープンを午前からにする

とかそういうようなのがもしかしたら可能かなということで、検討しているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 新しい利用者が増えているわけですが、新しくプールができるにあたって、いろんな事業の展

開を推進してきたと思いますが、この町外からの指導者の養成やそういうものが、結構な金額に

なっている。こういうものを初年度につくって増えましたよと言っていますが、実際にここにか

けてきた投資効果というものもきちっと提示すべき要件があると思う。せっかくできあがったプ

ールなんで、是非その環境を町内で賄えるあるいはサークルが独自にできる、そういう見解の中

で利用者がプールを利用するために、利用者を増やすために講師を呼んできて、経費をかけてい

くということは、実績数値に出てないんですよ。そして今、そのプールの活用の中で、午前から

の環境等いろいろの問題がありますけども、つくって１年間オープニングの年としていろんな事

業展開は当然必要だろうけれども、これから長く町民が利用できる利用者のための環境づくり、

そして負担の少ないものをもう一度検討して毎年毎年やっていけるのかどうなのか。そしてその

中の人材の確保というものを町内でどのようにしていくのか、あるいはサークル内でどうしてい

くのか検討をひとつもう一度加えていっていただきたい。 
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○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 副委員長から言われたこと、当然この利用実績の裏には維持管理費ですとか、指導者を外部か

ら呼んでくる経費がかかってございます。前々から町民の方からも町内での指導者が大きな課題

となっておりますので、その点も含めて今後人材の活用要請、それからその他の環境づくりにつ

いてすすめていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほかありませんか。全体をとおしてありませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 この中に無いんですけれども。緑スキー場の関係だったんですけど、今の緑スキー場圧雪車で

すか。不具合が結構起こっているというのを現場のほうから聞こえてきまして、圧雪車自体がい

ろいろと特殊なもので部品もなかなか供給もかなり難しくなってきているみたいで現場の方で危

惧しているんですよね。その部分が所管のほうに話があがってきているのかという点が 1点と、

あがってきているのであれば、今後どのように検討されていくのかなということをお聞かせ願い

たいのですが。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 圧雪車につきましては、事務局サイドとして懸案事項ということで予算等も要望しながら進め

てございますが、今までも中古をいろいろ各方面で探しているところですが、なかなか見つから

ないということで、現状ある圧雪車を修繕しながら活用しているところでございまして、圧雪車

の財源等もいろいろ探しながらすすめているところでございますが、なかなか厳しいということ

で、北海道索道協会等に圧雪車の中古が無いかということで確認しながら探している状況でござ

いまして、今のところは修繕で賄っているところでございますが、財政的なこともありますので、

財政とも御相談しながら、圧雪車中古はなかなか難しいものですから、新車購入に向けて、財政

とも協議しながら可能であれば、入れていきたいということで、事務局とは話しているところで

ございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員 

 

○伊藤委員 

少し安心したのですが、修繕だけで済む部分が厳しくなってきているということが、現場サイ

ドからかなり声が上がっているんですよね。中古という部分も今おっしゃるとおり、そういう探
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す努力はされて来ていたと思うんですけど、圧雪車の中古ってなかなかでないんだと。相当の物

も悪い状況なんですよ。だから今ある圧雪車が修繕で何とかなる程度なら良いんですが、部品交

換とかしないと直らないとなった時に圧雪車使いませんとなっちゃうと、運営上大変なことにな

ってしまうので、本当に早急な形で検討をしていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 今伊藤委員言われた通り、圧雪車の維持が課題となっておりますのでいろいろな方面に働きか

けながら、検討して、スキー場の運営に支障のないようにしていきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 ほかありませんか。はい。 

 

○生涯教育課長 

 現状の清里高校の入学者数の状況ということで、議案にないんですけれども報告させていただ

きたいと思います。現状各中学校で３者懇談等を進めておりまして、まだ確定数字ではありませ

んけども、清里中学校から１２、３名。小清水からも同じく１２、３名。それから斜里中学校か

ら 6名ということで今現在３１から３２名ということで、今のところ教育委員会サイドとしては

押さえているところでございます。これは先ほど言ったとおり確定数値ではないということでご

了承いただきたいと思いますが、まだ迷っている子どもがいるということと昨日清里高校に確認

したら、網走の中学生が中学校のほうから、願書を送ってくれという話もあったということなん

で、もしかしたらそちらのほうも見込めるのかと思いますが、今現在では３０から３１、２名の

入学者ということで押さえている状況でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、高校の入学の関係の説明がございました。皆さんありませんか。なければ生涯教育

課終わりたいと、どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは続きまして、消防署清里分署について３点あります。①年末年始の消防団行事につい

てお願いします。消防署長。 

 

○消防分署長 

 それでは私のほうから、清里分署の関係についてご報告をいたします。１番目年末年始の消防

団行事予定についてであります。歳末特別警戒活動の実施につきましては、１２月の２６日から

１２月の３０日までの５日間となっており、その期間中午後８時から３０秒間、啓蒙サイレンを

吹鳴いたします。また、夜間広報活動につきましては、１２月２８日、札弦緑地区、２９日、清

里地区という形で、女性消防団が午後７時から午後８時まで夜間広報活動を実施いたします。
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（２）清里消防団出初式についてでございます。実施につきましては平成２８年１月４日開催行

事といたしましては、分列行進を１０時３０分よりコミット前から町民会館まで行い、分列行進

終了後の１０時４５分ぐらいになると思いますが、式典を開催していきます。来賓それから消防

関係者８１名程度になりますが、１２月１１日付けで案内の方を発送予定となっております。以

上年末年始の消防団行事予定について説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま年末年始の消防団行事についての説明がございました。委員の方ありませんか。続き

まして、②札弦緑分遣所の一般介入電話の廃止について。 

 

○消防分署長 

 札弦分遣所につきましては平成１７年４月 1日から、緑分権所につきましては平成１３年７月

1 日から、それぞれ札弦１０年、緑１４年という形で職員の派遣を取りやめているような状況と

なっております。これまでＮＴＴ東日本のボイスワープサービスを利用しいたしまして、分遣所

にかかってきた電話を清里分署の方に転送をするような形で体制をひいてまいりましたが、携帯

電話の普及等もありまして利用実態がありませんので、１２月末をもって解約をしたいと考えて

おります。なお住民周知につきましては広報の１２月号、それから１１月より町のホームページ

で行っておりまして今月１４日開催の自治会長会議においても説明をしていきたいなというふう

に考えております。ボイスワープサービスを廃止することによりましては金額的には安いんです

けれども年間７万８千円程度節約になるような形になっております。以上で終わります。 

 

○勝又委員長 

 只今、札弦、緑分遣所の一般加入電話の廃止についての説明がございました。委員の皆様方何

かありますか。それでは終わります。 

 

○勝又委員長 

 ③番平成２９年度北海道消防操法訓練大会の出場について。分署長。 

 

○消防分署長 

 平成２９年度北海道消防操法訓練大会の出場についてご説明いたします。８月１９日開催の本

委員会でも御説明いたしました操法大会について出場選手が決まりましたので、報告をいたしま

す。月日につきましては速報なんですけども、平成２９年７月の１５日が濃厚な形となっており

ます。 

出場選手予定でありますけれども、清里消防団第１分団中から第１分団の篠田恵介庶務班長、

第１小隊竹端純一団員、第３小隊畠山出班長、第４小隊増子博康団員、第４小隊原田健嗣団員。

第４小隊漆原逸世団員となっております。この６名の中から指揮者、それから１番員から 3番員、

補助員、補欠を訓練等行いながら決定をしてまいります。 

なお大会出場に係る経費につきましては近隣出場隊を参考に、現段階で試算したところ備品、

それから人件費等試算いたしまして、平成２８年度で７５０万。平成２９年度で、５５０万。計

１千３００万程度になる予定ですが、現在ところ消防団と詰めているところでありますので、案
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ができ上がりましたらご報告をいたしたいと考えております。 

以上です。 

 

○勝又委員長 

 只今、平成２９年度北海道消防操法訓練大会出場についての説明がございました。委員の皆さ

んからありませんか。なければ、全般としてありませんか。消防署清里分署についてを終わりた

いと思います。ご苦労さまでした。 

 

○勝又委員長 

 次回の委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 その前に 11 月の 24から 26 日でそれぞれ実施しました道内の所管事務調査、実は報告書を

ある程度事務局でまとめたものを提出してございます。これにつきまして内容等整理してだきま

して、最終的な報告書を作り上げていただきたいと思いますので、各委員の中で協議をしていた

だきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま事務局より、去る１１月の２４から５、６と合同道内所管事務調査にいってきたわけ

でございます。それぞれにレポートが提出されているのかどうかちょっとわかりませんが、事務

局の方で内容等報告をつくりましたので、内部検討をした形の中で、締め切りがどのぐらいまで。 

 

○議会事務局長 

 間に合えば、12 月の定例会に報告書を提出したいということで。それぞれ委員さん方におき

まして、加筆するなり追加項目があれば事務局まで提出していただいてそれを整理して提出した

いと。 

 

○勝又委員長 

 期日はいつぐらいまで。 

 

○議会事務局長 

可能であれば今週中に目を通していただいて気が付いたところがあれば、事務局のほうに出し

ていただきたいと。もしこれで良ければそのまま出します。 

 

○勝又委員長 

 はい。今週中にということなんですけど、目を通した限りに事務局のほうで、まとまっている

気もします。特にありましたら、今週中ということでよろしくお願いします。よろしいですか。

続きまして次回の委員会開催について。 
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○勝又委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 

 

○勝又委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１１回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時１２分） 

 


