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第６回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年８月１７日（月） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前  ９時３４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２７年度一般会計補正予算（第１号）の概要について 

  ②清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方針（案）について 

  ③交流活動施設（仮称）の整備計画について 

  

 ●消防清里分署 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（清里分署所管分）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 

     

 

 

○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    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

■消防分署長      野呂田成人     
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○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６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 

 おはようございます第６回の総務文教常任委員会をただ今より開催いたします。それでは町か

らの協議報告事項について。総務課。①北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について。総

務課からよろしくお願いします。 

 

○総務課長 

 総務課より協議報告事項につきまして、４件につきましてご報告をさせていただきたいと思い

ます。①から③につきましては、各組合の構成団体において加入及び脱退する団体が生じたため、

規約を変更するものでございます。④のマイナンバーカード交付事務につきましては、今後のカ

ードの交付事務につきまして、口頭ではございますが、報告するところでございます。それでは

各担当より①より順次ご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい。総務課。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 私の方から１ページ目の北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について、説明をさせてい

ただきます。変更理由は記載のとおり、加入及び脱退する団体が生じたことによる規約の改正で

ございます。変更内容としましては、２番目にあります、団体の脱退による削除。それから記載

２番目に記載もございます、各町村等の加入による追加という改正の内容でございます。この変

更については、以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 引き続き２番。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 それでは２番３番、引き続き説明をさせていただきます。続きまして、４ページ目お開きくだ

さい。 
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北海道市町村職員退職手当組合の規約の一部変更でございます。これにつきましても変更理由

といたしましては、団体の加入及び脱退する団体が生じたことによる規約の一部変更でございま

す。また規約の書式一部変更というこの２つの変更理由でございます。変更内容といたしまして

は、２つ目に記載の各種団体の脱退による削除。あと十勝広域消防事務組合の加入による追加と

いうことでございまして、規約の書式変更につきましては、縦書きから横書きに改めたというだ

けのものでございます。 

続きまして７ページ目、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更でございます。

これにつきましては、条文の文言整理に伴う一部変更。それから加入及び団体脱退する団体が生

じたことによる、一部変更でございます。 

これにつきましても変更内容は、本組合の目的が町村議会議員共済会との総合調整による制度

の健全な運営という文言から議員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上ということに文言を変

更させていただきますというものでございます。それからは記載の団体の脱退。それから記載の

団体の加入ということでございます。以上が１番から３番までの各種規約の変更について説明を

終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今総務課より、１番から３番のそれぞれ規約の一部変更についての説明がございま

した。委員の皆様から何かございますか。ありませんか。無ければ４番。マイナンバーカード交

付事務についてよろしくお願いします。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 既に皆様テレビ報道ですとか、新聞報道等でこのマイナンバーカードの制度の運用。それから

交付等の在り方につきましては御承知のことと思いますが、当然わが町でも実際にこのカードを

交付する事務が発生してきます。いよいよ１０月１日からこのカードの交付体制が始まってまい

りますので、我が町においてどういう体制でこの交付にあたっていくかということを概略につい

て口頭で説明をさせていただきます。 

まず交付の流れですね。一度簡単に前段として説明させていただきますが、１０月から住民皆

さんに個人番号が記載された通知カードというのが交付されます。これは個人、マイナンバーカ

ードではないものです。あくまで皆さんの個人番号というのは何番ですということで通知される

だけです。この通知カードは使えないわけではなくて、その通知カードと運転免許証と、それか

ら健康保険証とこれらの自分のものと証明するものと一緒に役所等で申請することによって使え

ます。ただ１枚ではマイナンバーカードのような役割を果たすことはできないものとなっており

ます。ですので、すべて写真が載ったカード１枚で事務を簡略化していきたいという方にとって

は、やはりマイナンバーカードを作成するということが発生してきます。これは作られる方個人

に作成の有無を委ねられているわけでございまして、これからまだまだ国の方でもその活用につ

いて協議している段階でございます。言われているのは、この先２年後位には国民健康保険証と

かにも活用されていくのではないか、将来的には運転免許証等にも統合されていくんではないか

といういろんな話が出てきていますが、これは国の法案が今後どのように進んでいくかによって

も変わってきますし、不確定な情報ですので、現状においては、各役所における利用等が主な活

用になってくるのかなと考えています。そういったことを判断の上つくられた方に対しましては、
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その作成手順というのは各個人に送られてきたその通知カードと一緒に作成するための申請書と

いうのが入ってございます。それを国の情報システム機構というところに、各個人が送り返して

いただくことによって、来年の１月１日より各市町村の窓口でその方に直接交付されるという手

続きになっております。我々といたしましても、心配しているのは一般住民の方、健常者につき

ましては、恐らくそういったカードをつくるかどうかという判断、それから実際にそういった写

真をつけて送られるっていう事務については、比較的容易にできるではないかと思っております

が、やはり弱者と言われる高齢者の方、特に独居の方、障害者の方。そういった方々に対応をや

はり密に連携してとっていかなくちゃいけないということで、総務課においては、今のところ条

例それから内部のシステム改修それから広報活動というのを主にやっています。実際に今度カー

ドを交付するっていうのは町民課の１階の窓口でこのカードの交付事務、それからいろんな住民

の方への細かな問い合わせという対応をしてまいりたいと考えています。また保健福祉課におい

ては、先ほど申し上げました弱者への対応ですね。ですから民生委員とかヘルパーさん。日頃そ

ういった方々に接している方々を通じて情報を我々の方で収集しまして、そういった方に対しま

して、民生委員ですとか訪問されたヘルパーさん。それから保健福祉課の職員も入ってこようか

と思いますが、そういった方に入念なこのカードの内容説明。それから作ったあとの、つくるか

どうかのフォローまで対応してまいりたいと考えています。 

一応カードの交付は、２８年度中であれば今のところ無料で作成するという方向性で国は考え

てございます。その後の対応については国もまだ未確定でございます。その後もカードももしか

しますと作成状況によっては無料という期間が続くかもしれませんし、まだその辺は国の予算も

不確定な状況ですので、我々としても何とも対応しがたいとこではあるんですが、できるだけそ

ういった方への説明、丁寧な説明をして出来るだけ早い期間にちょっとでもつくってみようかな

という思う方に対しては、十分な対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上が

この１０月から始まるマイナンバー交付事務に対する我々の対応、概略について説明をさせてい

ただきました。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、総務課よりマイナンバーカードの交付事務についての説明がございました。委員の皆

様から何かございますか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 マイナンバーについてはいろいろと取り沙汰されて、まだ不確定要素がかなりあるということ

では認識しているですが、このマイナンバーをここの清里町が独自で有効に使う方法っていうの

は、何か考えられることがあるんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 実際に実際内部でも規制されている今の法律以外に実際内部でもいろんな、例えば福祉政策で

灯油券の助成とかいろいろやっていますが、実際そういった町村独自の政策には今のところ使え
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ないことになっています。で、うちが例えば条例改正をして、そういった政策に使えると使うと

いうことになっても、他の全市町村が対応してないと、例えば町外から来られる方、そういった

方への情報っていうのはとれないというのが、この制度のまだちょっと欠陥部分でございまして、

我々もそういった国の整備が一定期間揃った後でないと今のところ独自にどんどんどんどん政策

を打ち出してこれを使っていくような体制はちょっと早いんではないかというふうに考えていま

す。 

ですから一定の医療費ですとか、そういったものが普及した段階で活用方法というのはどんど

ん広がってきますし、我々としても今のところ活用方法っていうのはいろいろあるなというのは

内部でも検討しているところでございます。以上です。 

 

○河口委員 

 将来に期待したいなと。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 １０月から通知カード送付して個人で国に対して要するに申請しなきゃならん。早い話が作り

たい人だけ作るっていうことでしょう。で、国の方で全員にっていうことでやる意思はあるんで

すよね。 

 

○勝又委員長 

 はい、総括主査。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 当然ですね、国としても、全国民作ってほしいという思いで無料期間っていうのを設けており

ます。ただこれ法律上義務化されてないんです。あくまで個人の判断に委ねるんです。先程冒頭

申し上げた通り、通知カードというのはあくまで本人に、あなたの番号は何番ですっていうのは

通知されるんですね。それが全くカードと同じような役割を全く果たさないっていうわけではな

くて、冒頭申し上げた通り、カードを持ってさえいれば番号わかっていれば、他の証明書と一緒

に役所に行ってマイナンバーカードを通じて、事務をやってもらえるっていうのがあるんですが、

なので１枚で、やはり簡素化して済ませられるというメリットを生かして、国としてはどんどん

推奨して作ってほしいと言っているところでございますが、また冒頭にまた戻りますが、ちょっ

と義務化ではないということで、法律上その辺我々としても、まだ、先ほど申しあげたとおり、

用途が限られている中で、なかなか住民に対してこんなことにも使えます、ああいうことにも使

えますと、将来こういうことにも確実に使えますよということが、広報をしていけないというの

が我々のちょっとつらいところでもございまして、ですから国もまだ疑心暗鬼を持っている部分

もあって、やはり法律の壁を突破していかないといろんなことに活用していけないという国もは

っきり言えないところが現段階としてあると思うんですね。だから我々ももう少しこの何年か経

過を見て、本当に先ほど申し上げたとおりいろんな政策に生かしていけるものだと、可能性のあ
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るものだと感じていますので、我々としては必要な情報をきちっと広報してちょっとでも作って

みたいなと思うのであればサポートして作っていただきたいという思いではおります。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと何年か前か忘れたんですけど、住民カードってありますよね。住基カードあれとは全

然別個のものにするっていうこと。 

 

○勝又委員長 

 はい。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 あれとはちょっと主旨が異なります。あれは特定の限られた住民情報っていう形になりますけ

ども、今回のは先ほど申し上げた医療ですとか交通関係ですとか、はたまた銀行と繋がっていろ

んな活用方法を考えられていますので、前回のものとはかなり今時点で明らかにしている将来の

ビジョンっていうのはあのものとは異なる状況です。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 希望者だけっていうことなんだけども、国の方で最終的に全体にというふうに考えているんだ

ろうと思いますよ。最近このネット社会によって常に要するに個人情報がもう管理されているは

ずなのに盗まれているっていうのが、日本の国ばっかりじゃなく諸外国いっぱいあるんだけども、

ほんとに１枚のカードですべての情報がわかるような社会になると、すごいリスクを背負う気が

するんですよ。だから自分で申請する人はその辺のリスクも背負った上でということを覚悟しな

ければならないのかなというふうには思うんだけども。町として国の法律があるからどうのこう

の話にはならないんだけども、町としては従うから一応そういう段取りはするけど、あとは個人

で決めてくれっていうことですよね。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 作成するかどうかというところですね。残念ながら個人番号というのは自分の作る有無に関わ

らず、もう作られてしまうんですね、残念ながら。そのカードを作らなくても、個人番号は配布

されてしまうんで、それがどういうことに使われたというのは実際、これ実はわかるようになっ

ているんですよね。マイナンバーのこのシステムが立ち上がった時に、ポータルサイトというサ

イトが立ち上がって、インターネット上ですけれども、そこで自分の情報がどの市町村のどうい

うところで何のために使われたかっていうのがわかるような仕組みになっているんです。ただ自

分の情報が、その外にどうやって漏れていくのかっていうのは、国とか市町村のセキュリティー
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上の問題であって、それが間違いなく出ていかない保証は、僕は現段階では無いと思っています。

技術的に。 

ただ我々市町村としても、あくまで市町村から情報を引っ張っていくというシステム上の構造

になっていますので、庁舎内でそういうシステムを使う機器や回線を分ける。そういうマイナン

バーに関するそういった対策は、今のところまだ予定ですけども、うちとしてもとっていって、

セキュリティー等できることを市町村で考えられる技術でやっていきたいなと考えています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。ありますか。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 １つ質問したいんですけども、先ほど河口委員が質問したのとちょっと似ているんですが、そ

のマイナンバーカードですかを作って、清里単独の事業で使うことはできない、今段階ではでき

ないんだということなんですけども、それもそうですし、また国の方とか今までのことで、この

カードをつくっておかないと例えば何か申請する時に出来なくなりましたとか今まで出来てたこ

とが出来なくなるというようなことってあり得るんですか。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 そんなことは言われてないです。今まで出来ることを簡素化するという制度ですので、それが

できなくなるってことは、今のところないです。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今池下委員さんの質問とダブる部分あるかと思いますが、そのセキュリティーだとか、いろん

なことで心配されているということは、多々たくさんこれからも出てくるし、あるんだと思うん

ですが、町の姿勢としてこれは絶対この町が１００％やりたいっていう姿勢と希望する方はやり

ましょうかというスタンスで相当違うんだと。 

ですから私はやっぱり将来的にここがどれだけ加入って言いますか、発行される人数が１００

にどれだけ近づけられるかという姿勢で町の姿勢を考えていただきたいなと。やっぱり利用でき

る付加価値。これから将来でいう付加価値を考えて、ぜひ１００％にどうやって近づけるかって

いう工夫を是非していただきたいなと。よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 委員のご指摘のとおり、私たちも１職員１住民としてこの機会に作っておこうかなというって

いうのはやはり可能性としていろんなことに活用できるっていう可能性があるっていうことがわ
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かっているんで、そういった考えにいくわけなんですけども、そういったこと、広報ですとかそ

ういった住民と対話集会ですとか、そういった機会で、まず現状がどうなっているかっていう説

明をさせていただいた上で、こういうせっかくの機会なんで作っていただきたいという宣伝はさ

せていただこうと思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 今宮津さんからの回答、解るんですけども、やっぱり最初いやこれは個人の自由ですっていう

とこからじゃなくて、こういう使い方、将来こうやって町は使っていきたいんです。是非ってい

うやっぱり広報の仕方があると思うんで。先に申請は自由ですよというところがスタートじゃな

くて、こういう使い方、ぜひ申請してくださいっていうとこからスタートしていただきたいなと。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課長 

 河口委員の御質問の関係でございますが、宮津が説明した通り、町としてもやっぱり１００％

加入するような方向でＰＲはしていきたいなと思います。ただ将来的にどういうものに活用され

ていくのかというのが、これがなかなかやっぱり国の方で明確に示していただかないとなかなか

難しいという点もございます。その辺も踏まえながら町民の方が利用できるようなカードを申請

していただけるような広報の方をしっかりとしていきたいというふうに思っていますので、ご理

解をいただきたい。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。いずれにせよ、これ広報と一緒に回った資料で、今義務はないと言いながら

も、じゃあそしたらそのことがこの中にどれだけ詳しく書かれていますかって、書かれてないん

ですね。その１０月の１日からですか。マイナンバーが各戸に皆さんに届くと。問題はそのいわ

ばその保管とか、そういうものも含めてきちっとやっぱり町がそれに対し、相談に乗れる体制、

そして今課長言われましたけど、１００％ＰＲを進めたいっていう部分ですけど、かなり情報の

セキュリティーの関係も含めていろいろ問題を奏でるような部分っていうのはあると思うんで

す。そういうものをきちっと整理した形の中で町としてその取り進めてあくまで１００％で進め

ていくのかどうなのかということも含めて検討していただきたいなとそのように思います。はい、

加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 １点だけこれ１００％に進めていく努力っていうのは必要なのかもしれない、国の政策ですか

ら、そこは必要なのかもしれませんけど。１０月１日から交付されるナンバーの保管状態、管理

状態っていうものの大切さ。それが将来一つで出来ることというほど大変になっていくっていう
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問題を自覚してもらうような形のＰＲの仕方。ここが一番まず大切な部分だろうというふうに思

うんです。 

それと将来は、それに強制的にナンバー配布がされるんで管理はされちゃうということなんで

すが、そのときの今後における体制の中で、今現段階で、そこに果たしてほんとに積極的にすべ

きことなのかどうなのかちょっと一歩考えて、前へ進まないとならないというふうに私は逆に感

じるんですが。 

ただ、一番大切なのはこの１０月１日から交付されるナンバーの取扱保管について、あくまで

も個人としての責任部分についてのＰＲ説明、そしてそれらを踏まえた上で個人申請における責

任ですよっていうことがそこには当然入ってくるわけですからそのへんの両立をきちっと忘れな

いで町民に優しいきちっとした管理体制が個人でとれる体制をひとつ是非忘れないで行っていた

だきたい。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 ちょっと説明不足だった点があるんですが、特に我々もオレオレ詐欺ですとか、そういったの

が最近すごく流行って、また手口も色んな手口が新たに出てきているということで、やはりマイ

ナンバーカードも特に余り認知されてない高齢者の方が他人にすっと自分のカードを教えてしま

って、そのカードを渡してしまったりすると大変な問題になるということで、冒頭に申し上げた

ヘルパーさんですとか民生委員さんを活用させていただいて、その加藤委員より御指摘のあった

保管。むやみに渡さない、そういったことを重点的にきちっとサポートをさせていただこうとい

うふうに考えております。よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。総務課全体を通して何かありませんか。なければ総務課

の方、終わりたいと思います。ありがとうございました。 

それでは続きまして、消防清里分署より平成２７年度、清里消防団防災訓練の実施についてよ

ろしくお願いします。 

 

○消防分署長 

 平成２７年度清里消防団防災訓練について日程等が確定いたしましたので、御報告を申し上げ

ます。１０ページ目をお開き願います。 

１番、訓練の想定目的でありますが、台風による災害を想定し、初動体制被災状況を把握・伝

達・活動等を迅速かつ正確に実施し、減災を図ることを目的としております。なお、町民が参加

することにより、防災意識の向上を図ってまいります。 

２番、日時につきましては、平成２７年９月１３日日曜日。午前９時より場所につきましては

緑ヶ丘公園で実施いたします。 

４の訓練編成につきましては、清里町長を統監、竹端清里消防団団長を総指揮官とし、記載の

編成により執り行われます。 

５の人員及び車両につきましては、清里消防団本部から第３分団までの７４名、車両は、ポン

プ車５台、積載車２台で実施。これに、訓練指導実施、補助にあたる消防署清里分署職員に本部

執行中の職員１名を加えた１６名及び司令車・救急車を加え、実施いたします。 
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６の訓練項目につきましては、非常招集訓練、広報訓練、風水害対応訓練、林野火災想定訓練、

非常食炊き出し訓練、防災用品展示、幼年消防クラブ、放水体験、応急手当講習の訓練を実施し、

この中で非常吹き出し訓練、防災用品展示は役場防災担当で実施いたします。 

なお記載はしておりませんけれども、清里消防団が野幌の消防学校会場に実施される平成２９

年度北海道消防放送訓練大会への出場が決定しております。現在のところ、第１分団での出場を

予定しており、今後、６名程度の出場隊員が選定される予定となっております。この大会への出

場にあたり訓練備品旅費等の諸費用が平成２８年度、平成２９年度両年にかかってまいりますの

で近隣市町村の出場状況を参考に積算してまいりますので、時期が来ましたら、予算計上させて

いただきたいと存じます。以上で説明終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま平成２７年度を清里消防団防災訓練の実施についての説明がございました。委

員の皆様から何かありませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 特にこの訓練に関してはないんですか。先程の説明の中で人数７４名っていうお話だったんで

すが、団員の規定は９０名とこういう中で、現在の団員数が７４名だというふうに理解していい

ってことですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 ただ今、加藤議員から御質問がありましたとおり、９０名の定数のところ、女性団員の６名を

加えて７４名という形になっておりますので全員が出席というような形で現在のところは予定し

ています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○加藤副委員長 

 団員９０名体制の中で、十分な活動あるいはそういう事業展開が出来るというふうに理解をし

たわけですが、現状の中ではこの人数に到達をしてない。そういう中でのその事業、あるいは防

災あるいは災害救急、いろんな形の中での対応の中で十分であるのか。どのように今後このへん

の人員体制のあり方、方法というものを捉えているのかだけちょっと。 

 

○勝又委員長 

 はい。分署長。 

 

○消防分署長 
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 ただいまご質問のとおり、現在のところ７４名体制で、いろいろな訓練等行いながら災害があ

ったときの対応を考えております。で今のところ全員が来ていただくような訓練全員が集まるの

はなかなか難しいんですけれども、その中でも消防車を使いながらの訓練等につきましては各部

隊ごとに訓練を行っておりまして、有事の際は活動を行えるような状況ではあります。御指摘の

とおり、９０名に達していないという部分がありまして、今年に入りましてから消防団の団長の

方で、各事業所の方を徐々に回り始めておりまして、団員の募集につきまして団長の方から各事

業所の代表者の方に話をさせてもらっているのが現状でありますが、今年に入ってからの新しい

団員さんがいないのも現状でありますので、今後１０月に、今のところ予定しておるんですけど、

火災予防運動週間にあわせまして独自のポスター等もつくりまして、団員さんの募集について分

署も一緒になりながら増やしていくというような考えでおりますので御理解をいただきたいなと

思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 そこにお願いするしかないんですが、消防団分署だけのものでなくて、町全体としてどうする

かという部分が非常にあるのかなと。参考までにここに９０の内訳出ているんですけど、その７

４名の人数構成は。参考までにちょっと。 

 

○勝又委員長 

はい。分署長。 

 

○消防分署長 

 はい、５番の人員及び車両のところの車両の横に人員というのがありまして、本部が現在のと

ころ女性６名と本部職員が、本部の団員さんが４名それから第１分団が３１名、第２分団が２４

名、第３分団が９名それと消防署の部署の職員が１６名ということです。 

 

○勝又委員長 

 はい。他によろしいですか。 

 

○消防分署長 

 やはり緑が結構、現在のところ厳しい状況にはなってきておりますけれども、なかなか年齢構

成からも、高齢化になってきているという部分がありますので、この中で消防のポンプも入れて

２台の消防車があるんですけれども、本当にギリギリの体制なのかなというふうに考えています。

ただ緑につきましても、今後まだ若い農家の方とかもいらっしゃいますので、それらの方々に消

防団の団員の募集につきましては団の方で実施となりますが、そうは言わずに消防署の職員もあ

わせながら勧誘の方に努めていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

○勝又委員長 
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 よろしいですか。他、委員さん。ありませんか。なければ、以上で清里分署の関係終わりたい

と思います。どうもご苦労様でした。 

 

○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、９月９日（水曜日）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６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９時３４分） 

 


