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第１６回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年１２月５日（火） 

    開 会   午前 １１時２１分 

    閉 会   午後  ２時１４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清里町立旧学校校舎等活用に関する事業提案の募集について 

  ②平成２９年度人事院勧告に基づく条例の一部を改正する条例（関連条例３条例）について 

  ③煙突用断熱材等の点検結果について 

  ④平成２９年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

 

●消防署清里分署 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（清里分署所管分） 

  ②年末年始の消防団行事予定について 

 

●企画政策課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（第５号）の概要について 

 

●生涯学習課 

  ①清里町営リフトの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

  ②平成２９年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

  ③清里町学校給食センター業務委託事業における債務負担行為について 

 

●議会事務局 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（議会事務局所管分） 

 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

 

 

３．その他 
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○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       伊藤 浩幸    ■総務課主幹      梅村百合子 

 ■管財Ｇ総括主査    吉田 正彦    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

 ■消防分署長      野呂田成人    ■救急係長       小笠原明博 

■企画政策課主幹    清田 憲宏    ■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広   

■まちづくりＧ主査   田中 誠之    ■地域振興Ｇ主任    田巻 宏章 

■生涯学習課長     原田 賢一    ■生涯学習課主幹    三浦  厚 

■社会教育主査     武山 雄一 

    

  

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第１６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 

 臨時会終了後で大変皆さんご苦労様でございます。興奮冷めやらずの部分もありますけど、

粛々と進めたいと思います。 

大きな１番、町から協議報告事項総務課４点ございます。総務課長。 
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○総務課長 

 それでは総務課の協議報告事項につきまして私より概要等ご説明しまして、その後担当者よ

り詳細についてご説明を申しあげたいというふうに思います。 

１点目の清里町立旧学校校舎等活用に関する事業提案の募集の関係でございます。 

この件につきましては、先の常任委員会におきまして各常任委員の議員の皆さまから本当に活

用を考えている提案なのか見えない等、様々なご意見等をいただいたところでございます。 

その後内部で検討いたしまして、今回再提案協議をさせていただきますが、基本的な変更に

つきましては募集期間につきまして１カ月だったのを３カ月ということで主な基本的な変更に

ついてはその部分でございまして、特に何も変わってないのではないかというふうに御指摘さ

れるかもしれませんが、他の市町村の状況また内部で検討を含め、今回町内外を含めまして無

償によりまして、期限を設けた中で最終的な募集をさせていただきまして、次の段階、活用申

込みがなかった場合ですけども、その次の段階に移行ということを含めて最終判断をしていき

たいということを思っておりますので、御理解をお願いしたいというふうに思います。 

２点目が、平成２９年度の人事院勧告に基づきます条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。この件につきましては、平成２９年の人事院勧告に基づく給料及び手当に関する改

正でございます。関連いたします３つの条例の改正でございます。 

３点目、煙突用断熱材等の点検結果でございます。これにつきましては、町長の行政報告の

中でありました道有施設石綿含有保温材等の点検マニュアルに基づきまして昨年度からアスベ

ストの関係の調査を行なっているところでございます。今回２９年度煙突用断熱材等の点検結

果が出ましたので報告をさせていただきます。 

４点目でございます。１２月定例会で提案計上させていく予定でございます。平成２９年度

の一般会計補正予算総務課所管分につきまして、説明をさせていただきたいというふうに思い

ます。それでは担当の方から説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは１番の清里町立旧学校校舎活用に関する事業提案募集要綱案の説明をさせていただ

きます。まず１ページお開きください。この要綱案につきましては前回協議させていただいて

おります。そこから一部変更をしておりますので、その変更点について説明の方をさせていた

だきたいと思います。 

まず３番の事業提案の諸条件（１）募集資格につきまして、この中で④から⑥までを新たに

追加をしております。④につきましては、地方自治法施行令第１６７条の４に該当するものと

いうことで、これにつきましては一般競争入札に参加できないものという内容になっておりま

す。⑤番が会社更生法及び民事再生法による更生及び精算手続中のものとなっております。⑥

番が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第２条第２号に規定する暴力団同条第６号

に規定する暴力団員又これらに関与しているものとなっております。 

続きまして２ページをお開きください。（２）の貸し付けですけれども、こちらにつきまし

ては、施設は一括貸付を原則としておりますが、提案内容によりまして分割貸付を認めるもの
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としております。また前回は校舎または体育館の一部貸付不可としておりましたが、その文章

は削除しております。前回は事業期間ということで５年以上継続を原則としておりましたが、

その要綱の部分は削除しております。 

続きまして、４番、貸付に関する事項の（２）貸付期間ですけれども、こちらにつきまして

は前回５年間としておりましたが、今回３年間に変更し、町との協議により変更できるものと

しております。 

続きまして３ページをお開きください。３ページの５番、応募方法（２）の①募集期間につ

きまして、こちらについては、平成３０年１月９日から３月３０日までとしております。 

以上変更をしております、これで説明の方を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま①番清里町旧学校校舎等活用に関する事業提案の募集について説明がござい

ました。委員の皆様方から質疑等承りたいと思います。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 前回も町内業者相手に募集をかけて一切なかったということで、今回規模を拡大して広範囲

にということなのかなというふうに思うんですけど、例えば新栄小学校なんかの場合に決まっ

たときに、中にある備品はどのように活用していくのかということをもう考えておられるので

すか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 まず前回の町内業者の関係につきましては、有償ということで募集をさせていただきました。

今回町内外問わず無償ということにまずさせていただいております。 

それから現在の新栄小学校の中にある備品等でございますが、当然これらにつきましては町

の方できちんと整理が必要かなというふうに思っておりますし、また必要に応じては、教育委

員会の残っている備品等もございますので、その辺については教育委員会と連携しながら必要

なものについては、その他の活用等も含めましてきちんと整理をしていきたいというふうに思

っております。 

 

○勝又委員長 

はい、池下委員。 

 

○池下委員 

あそこに旧レストハウスのものとか様々なものがあるのかなというふうには思うんですけ

ど、町の対応を見ていると、どうも使う気がないんじゃないのというふうに見えるんですよ、

いろんなところに。 

例えば、緑清荘とか何か入れ変えるって言っても常に新しいものを買い与え、今あるものを
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使えるにも関わらず利用しない。そしてそれをそういう事業所にぜひ使ってくれという話もま

るでしていない。だからこういうことって本当に良いんだろうか。それこそ財産のむだ遣いじ

ゃないのというふうに思うんですよ。そこらへん町の方が自発的に動いていかないと解決しな

いのかなというふうに私は思うんですけど。そこらへんはどうでしょう。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

今の池下委員からのご指摘であります。過去にも新栄小学校というか昔の例えばレストハウ

ス等で使っていた備品等をきちんと他でも使えるように利用していないんじゃないかというご

指摘もいろいろ受けたわけでございます。 

新栄小学校につきましては、たしか過去にまずは公共施設等で使えるもの等についてはそれ

ぞれの施設、またその後につきましては町民の方にも公開する中、そういうところで置かれて

きたのかなというふうに思っておりますが、まだ江南の方は確か教育委員会と連携しながらで

きていない部分が確かございます。 

その辺につきましては、今御指摘あったとおり、きちんと町の財産、町民の財産ということ

を認識しながら、今後きちんとした整理、処分方法を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す。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今課長の説明を受けたんですけども、先日緑小学校が閉校式を迎えまして、来年３月いっぱ

いで終わります。閉校になった後、当然緑町小学校の備品等に関しても余ってくるわけですよ。

その後は光岳小学校も同じ経路を歩むんですよ。 

こういった町民の財産をうまく利活用するような具体的な案を町側が持っていないと、いろ

んな使い方があると思うんですよね。様々な事業に対してどうですかとか、安く引き受けてく

れませんかとか、２９自治会ありますので、そういうところにも働きかけをするとか、いろん

な具体策というのは考えられると思うんですよ。決して余ったから廃棄処分にするということ

ばかりを考えるんじゃなくて、多少安くても良いから引き取ってもらうとか、そういうふうに

しないと場所ばかり使って、今後良い展開にはならないのかなというふうに思います。 

それは私だけがそうやって考えているんではないんじゃないかな、この中の議員さんもそう

いうふうに考えている人もいると思いますので、そこらへん十分踏まえてこういう案件を出て

くるときには、まずもって今の中の物をどうしようかという内部協議を十分した上で出してき

てもらいたいなというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 今の池下委員の御指摘でございます。来年３月に緑小学校、そしてその次の年には光岳小学

校ということで、そこで使われている備品も、今後出てくるのではないかということで、その

辺につきましては、まずは当然学校で使われている備品ですので、清里小学校ですとか清里中

学校でまず使えないかを検討をし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。それ以外につきまして、今の江南、新栄の備品、それからまた緑小学校、光岳で出てくる

まだ残った備品等につきましても、今言われた有効活用について十分にこちら側としても検討

を進めていきたいというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。議長。 

 

○田中議長 

 今の池下委員に関連するんですけども、この間の閉校式緑行った時に緑の住民の方に言われ

たんですけども、閉校になってその後、学校の備品について無料ということでなくて、町で使

わない部分、残った部分について入札でも競売というか、そういうのでやってもらいたいなと

いう意見の人もいたので、そこらへん頭の隅に入れておいてもらいたいなとそんなふうに思っ

ております。 

それと江南小学校の把握はしてないんですけど、新栄小学校を委員会で現地調査してもらっ

た中で見た限り、何かもう本当に見るにしのびないような状況で、そこら辺にごたごたと固ま

っていて整理もされていない。今回こうやってその学校の利用ということで、町民の方に公募

するには、やはり中も綺麗じゃないと、あのぐちゃぐちゃな姿では。やはり処分するものは処

分する、町民に使ってもらえるものは何かの機会に競売と言うか、競売が良いのかどうなのか

解りませんけども、少し整理をして綺麗な形で、次の賃貸等そういう部分に臨んでもらいたい

なとそんなふうに思っております。 

 

○勝又委員長  

 課長。 

 

○総務課長 

 今の田中議長からの御意見でございますが、緑小学校の関係、そういうようなご意見が出た

ということでございますが、まずは先ほど言ったとおり学校の備品につきましては、まず教育

委員会の方で学校の方で使えるかどうかを判断されるのかなというふうに思います。その後に

ついては、教育委員会、またいろんな面で協議しながら進めていきたいというふうに思ってお

りますが、先ほどの池下委員からも田中議長からも言われましたけども、他の委員さんも同じ

意見なのかなというふうに思っているところでございます。 

いずれにしても備品等につきまして、整理なり、また使えるものは有効活用していくという

ことを今後進めていきたいと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います。 
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○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他委員さんからありませんか。無いようですので①番について終わり

たいと思います。 

②番、平成２９年度人事院勧告に基づく条例の一部を改正する条例。はい、担当。 

 

○総務Ｇ主査 

それでは、②番の平成２９年の人事院勧告に基づきます条例改正について御説明申し上げま

す。５ページをご覧ください。 

既に１０月の常任委員会において御説明させていただきました平成２９年度人事院勧告に基

づきまして、国の給与法改正法案が国会において審議されることを受けまして、今回条例改正

を提案するものであります。 

２の改正内容としまして、（１）給料及び手当に関する内容であります。①一般職の給料表

について若年層を中心とした平均０．２％引き上げ及び勤勉手当０．１月分の引き上げ。特別

職、議会議員について、期末手当を０．１月分引き上げるものであります。勤勉手当、期末手

当の０．１月分について、平成２９年度は１２月期分において引き上げ、平成３０年度以降は

６月と１２月でそれぞれ０．０５月分ずつ配分して引き上げる改正となります。 

２番、一般職の５５歳を超える６級職員に対する給与１．５％減額支給措置につきまして、

平成２７年度からの給与水準の総合見直しの経過期間が終了することを受けまして当初の予定

どおり平成３０年３月３１日をもって廃止するものであります。 

３番、一部改正が必要となる関係条例は、記載の３条例となります。 

４番、施行期日につきましては、３条例ともに公布の日から施行する部分、平成３０年４月

１日より施行する部分と２段階に分けて施行することになります。（１）番、公布日から施行

するものとして町職員の給与条例における給料表及び１２月勤勉手当の０．１月分引き上げ、

議員報酬条例並びに町長等の給与条例における１２月期末手当０．１月分の引き上げでありま

すが、一般職の給料表の改正については、平成２９年４月１日に溯って適用となります。（２）

番、平成３０年４月１日より施行するものとして記載の３条例について、今年度１２月期末時

において引き上げる期末勤勉手当０．１月分を６月と１２月期分において均等になるよう調整

するものであります。新旧対照表につきましては６ページから１２ページにかけて町職員の給

与条例、１３ページから１４ページにかけては議員報酬条例、並びに町長等の給与条例につい

て記載しております。 

いずれの条例も改正第１条が公布の日から施行するもの、改正第２条が平成３０年４月１日

より施行するものであります。尚、給料表につきましては記載を省略させていただいておりま

すのでご了承ください。 

今回の改正に伴う一般会計補正額につきましては、後ほど企画政策課の方で全体説明がござ

いますが、当初予算を超える一般会計所要額といたしまして特別職の期末手当１５万４千円と

特別職共済組合負担金６千円、一般職共済組合負担金１０２万９千円を計上しております。 

以上で人事院勧告に基づきます条例改正について説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成２９年度人事院勧告に基づく条例の一部を改正する条例についての説明がござ
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いました。各委員の皆様方から質疑を承ります。ありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 人事院勧告でこういうふうにと決まったんでしょうけども、実は平成２３年でしたか、議会

議員と特別職の給料を下げたという経緯が確かあったと思うんですけども、そのときは人事院

勧告どうのこうのじゃなくて、特別職が下げたから議会も下げようということになって確か下

げたというような記憶があるんですが、こういうふうに上げるときに、人事院勧告の中で職員

と特別職それと議会議員って必ずくっついてくるんですけどね、職員に関する部分に関しては

私は認めたいなと思うんですけども、特別職と議会議員って一緒になって人事院勧告で決まっ

たからってこれは上げなきゃだめなものなの。 

 

○勝又委員長 

 準ずるという形になっているから。 

 

○池下委員 

 下げる時は別に人事院勧告じゃなくても下げるのに、ちょっとそこら辺がね。 

 

○加藤副委員長 

それは、人事院勧告と切り離して良いんだけど、清里は特別職については準ずるというのが

１項目あるから素直にその形をとってきたというふうに。 

今池下さんの言われたとおりに別途に議会が上げる、下げるもできると。それは当然議決の

関係だから出来ると思う。ただそこの部分についての論議は、また別の議題で論議した方が良

いと思う。それは行政側でなくて、自らの立場の中でこうしたいああしたいというものでしょ

う。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 加藤副委員長からもおっしゃっていただきましたけども、特別職等につきましては、報酬等

審議会の中で、また議論が必要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。ただ貴重なご意見ということで思っております。 

 

○加藤副委員長 

 報酬審議会の前に議会の中できちっと整理をして、もう準ずるという方法をやめようという

ことをきちんと決めないと、それはもうだめということ。その提案を報酬等審議会に言わない

とだめだから。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 
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○総務課長 

 今回、国の方も特別職について、同じように人事院勧告ということで実はあがっている部分

もございます。 

 

○勝又委員長 

 無いようですので終わります。３番、煙突用断熱材等の点検結果について。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

３番、煙突用断熱材等の点検結果について説明させていただきます。１５ページをお開きく

ださい。今回の点検につきましては昨年から引き続きまして、道有施設石綿含有保温材等点検

マニュアルに基づき行っております。 

点検項目につきましては、気中濃度測定、成分調査、劣化診断の３点について行っておりま

す。対象施設につきましては、９カ所行っております。 

まず４番の点検結果の右から２列目、成分調査の欄をご覧ください。これは断熱材の素材に

アスベストが含まれているかどうかの調査ということになっておりまして、９施設中４施設で

含有、５施設で含有なしとなっております。含まれている４施設につきましては、左隣の気中

濃度測定の欄ですけれども、その気中濃度測定では計測下限値以下ということになっておりま

すので、素材には含まれておりますが飛散はしていないという結果になっております。 

また含まれている４施設につきましては、その一番右側の列、劣化診断につきましては緑清

荘と清楽園の２施設で劣化判定となっております。これにつきましてはアスベストについては

まだ飛散をしていないということですけれども、素材の劣化が進んでいるということで早急な

対応が必要となってきます。この２施設については煙突改修を予定しております。 

また劣化診断で要観察となっております役場庁舎と清里トレーニングセンターについては、

今後も継続して点検の方を行い、気中濃度や劣化状況を注意深くみていくこととなります。以

上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今、煙突用断熱材等の点検結果についての説明がございました。各委員の皆様方

から質疑。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 次の補正予算の方にも関わってくるかと思うんですけども、金額的に緑清荘の方が７２０万、

清楽園の方が５６０万円の助成ということであがってくるんですけども、非常に高額だなとい

う印象を持つんですけども、実際どのような改修工事になるのかちょっと教えていただきたい

んですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 
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○管財Ｇ総括主査 

工法といたしましては既存の煙突の隣りに新たな煙突を建てまして、一緒に抱かせるような

形で建てまして、古い煙突の方については封鎖をするというような形で行う予定でございます。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今担当から説明いたしましたが、今ある煙突が、今回アスベストが入っていて劣化というよ

うなことになりましたので、その煙突自体については、まず封じ込めをしなきゃなりません。 

それでステンレス製の煙突を今ある既存の煙突の横に建てまして、煙突を新設しまして既存

の煙突を囲い込み封鎖する工事ということで新たな煙突の支持柱として、今のやつを使うよう

な形になります。 

今の煙突も壊すとなると、またかなりの経費がかかるということで、今のステンレスの横に

建てて、新たに設置して古いのを封じ込め、そしてそれを支持柱にステンレスをするという方

法が一番簡易的、そして期間も時間もかからないということで緑清荘も清楽園も休館なりがで

きないというふうに考えております。数時間の切り替え時間で済む手法、また経費の方も含め

て、この手法が一番という判断で、今回緑清荘それから清楽園も、今言った工法手法で行って

いきたいというふうに考えております。 

 

○堀川委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の関連して、ちなみになんですけども、それを取り壊すという作業を行った場合でどれぐ

らいの費用がかかるものなのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 大変申し訳ありません。その費用は、はじいておりませんが、かなりの高額ということで建

設なりいろんなところと相談した結果、一番影響のない手法、工法ということで新たなステン

レスでの設置をして、切り替えるという手法をとるということで今回進めております。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 費用はちょっとわからないということで良いんですが、ちなみにもう１点なんですけども、

そのステンレスで要は封じ込めるじゃないですけど囲ってしまう形になっていくのかなと思い

ますけども、それの耐用年数じゃないですけど、それはいつまで半永久的にもつというイメー

ジなんですか。その辺ちょっとお聞かせ願いたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 その辺、耐用年数等申し訳ありません、ちょっと把握してございません。調べてまた報告で

きる機会があれば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。他委員さん、ありませんか。 

ちなみに、何年ぐらいを境に、建物に使っている、使っていないのか。ここら辺の建物って

年度微妙でしょう。はい、課長。 

 

○総務課長 

 ちょっと詳細の資料を持ち合わせておりませんが、このアスベストの種類って言い方おかし

いですけども、それによって違いまして、基本的には平成１９年以降に建設された施設は、石

綿含有保温材等が使用されていないと考えられるという道の基準がございます。 

また先ほど言ったとおり、アスベスト、主な保温材によって、それぞれの含有製品の製造期

間が違います。それによって含有製品の製造年が、例えばここの緑清荘につきましては、カポ

スタックという製品になっていますけど、平成３年に製造年が中止となっておりますけども、

それら製品の種類等によって、違ってくるということで御理解いただければというふうに思い

ます。 

 

○勝又委員長 

 なるほどね。処分なんかするとなると恐らくここで出来ないから、大手の苫小牧かどこかま

で持って行かないと、畑かんの配管がそうだったんですよね。それで引っ張り出すと邪魔にな

るから、それを全部袋に詰めて稚内かどこか莫大な経費で、うちらは埋めたままにしちゃった

けど。 

無いようですので終わります。４番、平成２９年度一般会計補正予算総務課所管分について。

委員長 

 

○勝又委員長 

 はい。担当。 
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○総務課主幹 

１６ページをお開きください。総務課所管分の歳入の概要についてです。 

国庫支出金国庫補助金のうち総務費国庫補助金としまして、社会保障税番号制度システムの

整備費補助として１６５万２千円を補正いたします。内容につきましては女性活躍推進法に基

づいて、マイナンバーカードの記載事項を変更するためのシステムの経費の分の補助となって

おります。 

１７ページの歳出の方をご覧ください。総務費、総務管理費、一般管理費、事業名といたし

まして友好都市モトエカ表敬訪問事業でございます。内容につきましては平成３０年度の清里

町１２０年、開町７５年記念の年にあたりましてさらなる友好都市を友好の調印の再調印に向

けまして事前にタスマン地区モトエカ町関係者らに会いまして概要を説明するものでございま

す。内容は旅費といたしまして遂行職員、町長の２名分合わせて１１９万５千円、財源は一般

財源をみております。 

２番目の財産管理費緑清荘施設修繕事業でございます。こちらにつきましては、先ほど説明

いたしましたアスベストの関係の対応といたしまして、７２０万一般財源を充当いたします。 

次の総合庁舎管理費の庁舎改修につきましては庁舎改修工事の設計の委託のために４００万

円計上いたします。これにつきましては一般財源を見ております。 

最後の行政情報システム管理費につきましては、社会保障税番号制度システムの導入事業と

いたしまして１６５万３千円を計上いたします。財源内訳といたしましては先ほどの歳入の１

６５万２千円、端数分としまして一般財源より１千円をみております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただ今２９年度一般会計補正予算、総務課所管分についての説明がございました。各委員の

皆様方から質疑を受け賜ります。池下委員。 

 

○池下委員 

 庁舎改修事業の設計業務委託料が出ているんですけど、どの部分を工事する予定なのですか。 

 

○総務課主幹 

 はい。この庁舎の南側につきましては耐震化のときに行っております。東側、北側、西側に

つきましては、そのときに何もしておりませんので、ご承知おきのとおりかなり劣化した状態

になっておりますので、そこの３面を改修するものです。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 私の方から補足でございますけども、今言った外壁の塗装が中心なのかなというふうに思い

ますが、今後地下室にシャワー室の設置。また、先ほどの役場庁舎煙突用断熱材等のときにも

出ましたが役場庁舎にも、実はアスベストがございます。それら含めてどういうような対応が

必要かということも含めまして、先ほど言いました庁舎の外壁ですとか、シャワー室の設置等
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等、今後設計を委託することによりまして、どういうような手法等が良いか、まず把握しなけ

ればないということで、今回この設計費の方を計上させていただきたいということで、今回提

案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 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 設計業務に関して４００万は相当な金額なんですけど、工事金額等なんかは未定だとは思う

んですが、大体どのぐらいを予定しておられるんですか。概算で良いんですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今池下委員から概算という話も出ましたけども、今回、昔でしたら本当に設計費、余りなく

ても出来た部分があったんですけど、今手法なり工法等いろいろな面で精査が必要ということ

で、あの概算の数字もちょっと出ていない状況ということでご理解をいただきたいなというふ

うに思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 その下の税番号制度の歳入１６５万２千円、歳出が１６５万３千円なんですけども、清里町

でマイナンバー登録している方って、今現在どのぐらいおられるのかな。 

 

○勝又委員長 

 はい主幹。 

 

○総務課主幹 

今現在はすぐ解りませんので、あとで確認してよろしいでしょうか。手元に資料がないので

すみません。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 先程の庁舎改修事業の御説明の中でちょっとあった部分なんですが、地下のシャワー室って

たぶんおっしゃったと思うんですけども、それは消防の方ということなんですかね。 
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○勝又委員長 

課長。 

 

○総務課長 

基本的には消防職員が使えるようにということで検討しておりますけども、一般職員につい

ても、例えば防災担当、また一般職員についても使用が可能かなというふうに考えております。 

 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。ほか委員さんからありますか。無ければ、一般会計補正予算これで終わり

ます。以上。４点終わりましたけど、他の案件で何かありますか。以上を持ちまして、総務課

終わりたいと思います。よろしいですか。はい、どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

それでは消防署、清里分署について２点ございます。 

 

○消防分署長 

清里分署からの提出議題であります平成２９年度一般会計補正予算、清里分署所管分と年末

年始の清里消防団行事につきまして担当係長より、ご説明申し上げます。 

 

○救急係長 

平成２９年度１２月補正予算につきまして、１２月定例議会に提案する補正予算についてご

説明いたしますので１ページ目をお開きください。８款消防費、１項消防費、１目消防費の斜

里地区消防組合本部負担金事業につきましては、本部職員の人事異動及び人事員勧告に伴う人

件費の増で１４万３千円の増額となります。次に、斜里地区消防組合清里分署負担金事業です

が、常備消防費負担金につきまして 職員手当等で人事員勧告に伴う人件費差額分５２万１千

円を増額するものです。なお、消防組合議会につきましては１２月２６日火曜日に改正する予

定となっております。 

次に、年末年始の清里消防団事業予定につきまして、ご説明いたしますので２ページ目をお

開きください。 

（１）歳末特別警戒活動の実施につきまして、①実施期間、平成２９年１２月２６日火曜日

から１２月３０日土曜日までの５日間、②期間中の行事につきましては啓蒙サイレンの吹鳴を

実施期間中の午後７時から３０秒間吹鳴いたします。 

次に、夜間広報活動を１２月２７日水曜日、札弦地区１２月２８日木曜日、緑地区１２月２

９日金曜日、清里地区いずれも午後７時から午後８時の間で実施いたします。 

（２）清里消防団出初め式の開催につきまして、①実施日、平成３０年１月４日木曜日、②

開催行事、午前１０時３０分から分列行進コミット前から町民会館まで行います。午前１０時

から午前１０時４５分より式典となりご来賓の方々への御案内は１２月１３日に発送予定で

す。以上で説明を終わります。 
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○勝又委員長 

はい、ただいま２つ項目あります。平成２９年度一般会計補正予算、年末年始の消防団行事

予定についての説明がございました。各議員の皆様方から質疑等ございましたら受けたまわり

ます。ありませんか。無ければ消防、全体を通してありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

今日の案件とは、ちょっと違うんですけど、今年の夏、斜里岳登山を相当の方登られている

はずなんですが、消防で救助件数なんかがどの程度あったのかちょっとお知らせいただきたい

のですが。 

 

○勝又委員長 

 はい署長。 

 

○消防分署長 

 本年度につきましては、救助はございませんでした。過去５年程度遡ると、やっぱり毎年一

件ずつありまして、この間本部の方で調べが入った段階では、過去５年間で５件ということで

したので、毎年、１件ずつはあったよと。ただ今年度については救助案件についてはありませ

んでしたので、ご報告申し上げます。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 全く救助の電話が入らなかったというふうに捉えて良いですか。 

 

○消防分署長 

 はい、それは議員さんおっしゃられたとおり１１９番での通報等は、斜里岳についてはござ

いませんでした。この辺でいきますと羅臼岳は無線傍受している限りでは、２、３回ございま

した。ただ斜里岳はございませんでした、ということになります。 

 

○勝又委員長 

ほか委員さんから。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 直接の議題では、無いんですが、その自治会後援会が解散というか、なくなったっていう関

係で、明年度の関係がどういうふうに変わるっていう、ちょっといろんな形がこうあるみたい

なんで、そういう形になってくと、清里の場合は、町自治会と言いますか、後援会という形だ

ったんだというふうに理解するんですが、清里町の部分が変わっていった中で、札弦、緑とい

う分署での取り扱い項目やそういう関係があるのかな、まあ直接関係ない、自治会の話ですよ
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って終わらせてしまえば、私はそのまま終わるような気もするんですけど、町としてもあるい

は消防団としても、どういうふうにするのか、十分な詰めをされて、将来にわたって続けてい

けるような、どうして行くのが良いのかという部分があるのかなと思いながら、具体的に前に

進んでいなければあれですけど、消防議員もいますので、全体の中でのバランスをちょっと前

に進めないとまずいのかなという気持ちもちょっと、その辺の所見は逆に議員の皆さんに。 

 

○勝又委員長 

はい、分署長 

 

○消防分署長 

 ただいま加藤議員からおっしゃられましたご質問の部分なんですけども、消防後援会自体は、

解散はされておりません。それで毎年出初式の後、それから連合演習の後に、消防後援会が主

催をして懇親会を行っていたわけなんですけども、その主催自体を消防後援会の役員さんがや

るのではなくて、後援会から消防団の方にお金を渡すんで、ここで行けば第１分団なんですけ

ども第１分団の方で主催して開催してくださいということでありました。 

昨日、第１分団の幹部３名と本部３名が会議を開きまして、今まで消防後援会で御案内とか

をしていたんですけども、その部分どういうふうに持っていくか、それから来賓の呼ぶ方々を

どの程度までもっていくかということを話し合われると。１２月８の日に本部の会議がありま

して、その後１２月１２日に幹部会議を開催いたします。そこの中で消防団としての考え方に

ついてはまとまってくるのかなと思います。 

今現在、第３分団の緑につきましては、消防後援会活動については無いような状況になって

います。第２分団につきましてはまだ残って同じような方式でやってくんですけども、今後未

来将来にわたって、どういうふうな結果というのは、中でも話してはいるところなんですけど

も、今現在自治会費の中の負担金で会費というものを納められておりますので、それらの会費

の中から、今後は消防団にお金を渡すから、自分たちでやってくれという方向に今なっている

ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤副委員長 

 後援会がなくなっていないと言う事で理解はしているんですけれど。今の内容でいくと、い

ろんな問題で将来に向けてあるのかなって。できればその部分の中で将来に向かって一緒にと

いう最初の年に１回ぐらいはというパターンの方法もあるのかなと。まぁこれ後援会、団の話

ですんで、あれですけど、その辺を将来へ向かって、ずっと持続可能な方法で有効な政策をち

ょっと検討していただきたいな。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 将来にわたっては、消防団の人数。こちらの方も関連していきますので、今ある第１分団、

第２分団、第３分団が中長期的に見ていけば、もしかすると全部が１つの清里消防団としてな
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ってくる可能性も出てきます。そういうようなことが議題とかにでてくれば、実質的には本部

清里の自治会全体でということも考えられてきますので、検討段階に入った段階で協議の方は

進めていきたいなと思っております。団のことなんですけども、職員知らないわということに

もなりませんので一緒になって話はしていきたいなと思っております。以上です。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

最近、農家のＤ型ですとか、倉庫からの出火が多いということで、農協の方も組合向けに倉

庫の点検ですとか電気保安協会を通じて漏電検査だとかをお勧めして、組合に取りまとめを推

進しているんですけども、町としても、そういうような啓蒙活動って言うんですかというよう

な活動っていうのも、必要になってくると思うので町側としても、そういう事を検討していた

だければというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長 

 消防の方といたしましては、各期別の運動の段階で、各農家さんの方も回っていくような形

はあります。その中で消防法の規定に基づくタンクの位置の関係ですとか、その辺も話はして

いっているような状況ではあります。 

やはり個々のＤ型ハウスとかになってくると、自分で延長コードと延長コードを繋げて、火

災の原因の一部が出てきている部分もありますけれども、それらがないような建物をつくると

きの最初の指導段階とかでは、消防の方からも声かけはしているような状況ではありますので、

あとは今堀川議員が言われたように、農協さんの方でやっていただく部分がメインになるのか

なとは思っています。 

ただ知らないよという形にはなりませんので、先ほども申しました通り、期別運動それから

期別運動以外にもたまたま留守だったら、その次の日だとかっていうふうに職員も声掛けの方

は行くようにはしておりますので、ご理解いただきたいなというふうに考えております。 

 

○堀川委員 

はい、わかりました。農家以外の一般の住宅に関してもそのようにしているんですよね。   

 

○消防分署長 

 そうです。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。ほか議員さんから。 
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○前中委員 

斜里地区におけるドクターヘリの要請、広域連携しているんですけども、今ではないんです

が、要請回数と出動回数、そっちの方がわかれば。 

 

○勝又委員長 

分署長。 

 

○消防分署長 

今資料をもとにしておりませんので、最近でいくとウトロで犬に噛まれたっていう案件があ

りまして、お亡くなりになられた部分があるんですけれども、そういうような案件があります。

それからこちら斜里管轄になりますけれども、オートバイの事故で路外逸脱してドクターヘリ

を呼んだっていうのがあります。それから小清水町でも交通事故。やっぱりメインは交通事故

がやはり一番多いのかなというふうに思っておりますけれども、件数の方は次回の常任委員会

の方でご説明させていただけたいなと思っております。 

各消防の方でドクターヘリを呼んだ場合、もしもそこでの人数が少なかった場合はドクヘリ

下りる場合、特に清里の場合につきましては舗装でなくて、例えばグランドですとか土になり

ますんで、そういう場合、支援隊というのが必要になって来まして。例えばドクヘリを置く降

りるところにまず水をまくとかというのが出てきますので、それらについては３町で話をして、

支援隊の応援体制の方もきちんと話を進めているような状況でありますのでご理解いただきた

いなというふうに思っております。 

 

○前中委員 

先日、ＮＨＫの特番でドクターヘリのその特集があった。それでちょっと確認の中で、広域

行政の救急医療体制のドクターヘリ３県にまたがっている拠点病院、その救命率が格段に高い。   

あと、ドクターヘリの要請にかかる経費的なものはすべて国費と賄えられているという実態

まぁお金がかかるんでないかっていう心配する人もいるんですけど、まぁそういう実態から見

たらドクターヘリの要請は、今まで以上に活用できるのかなって思ったので、ちょっと参考ま

でに、すみませんけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

３町では先ほど言った件数なんですけども、ドクヘリ飛んでないかと言うと実はかなりの回

数で中標津、根室それら釧路から飛んでくるんですけれどもそちらの方では無線の傍受してい

る限りでは、かなり件数は飛んでいるような状況になります。 

また呼んだら予算かかるのかっていう住民が払わなきゃならんのか、というのはございます

のでまぁあとは消防の方の判断で、かなりの事故等になってきますと、呼ぶような形ドクヘリ

側では呼んでキャンセルもいいですと。キャンセル良いんで、どんどん呼んでくださいという

ような形で言われておりますので、署ごとに致しましても遠慮することなく、活用させて頂き
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たいなと考えております。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか池下委員 

 

○池下委員 

 消防にちょっと直接関係あるかどうか、１１９番の通報があったとき必ず消防隊員行く訳な

んですけど、そこに例えば自動体外式除細動器あのＡＥＤがある所も無いところもあるんです

けども最近、そのＡＥＤが期限切れというニュースが結構聞かれるんですけど清里町の場合は

大丈夫なんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 委員長。 

 

○消防分署長 

消防自体では、管理していないんですけれども、各設置箇所で有効期限パットでいくと消耗

品になりますので、３年ぐらいですか。それらについては各補正予算なりで、たしかパットの

方の交換とかもやっておりますんで、台数というか期限が切れるとかっていうのを、ちょっと

うちの方では把握していないんですけれども。 

あの前回、北見の学校の関係で、ニュース等では出ていたんですけども、今のところ大丈夫

なのかなというふうに理解はしています。 

 

○勝又委員長 

はい、他ありますか。終わります 

 それでは、無いようですので、清里分署終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。そ

れでは１時２０分まで昼食のため休憩します。 

 

休憩 午後 ０時２０分 

再開 午後 １時２０分 

 

○勝又委員長 

 それでは再開します。企画政策課、平成２９年度一般会計補正予算概要について説明ござい

ます。はい、担当。企画政策課。 

 

○企画政策課主幹 

企画政策課所管分の平成２９年度一般会計補正予算第５号の概要につきまして担当よりご説

明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

はい、担当 
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○まちづくりＧ主査 

それでは私の方から平成２９年度一般会計補正予算第５号につきまして御説明をいたしま

す。企画政策課の１ページお開き願います。 

はじめに、歳出よりご説明をいたします。なお、今回の補正につきまして、期末手当及び共

済組合負担金にかかる部分に関しましては人事院勧告に基づく給与改定によるものでございま

す。 

それではまず、議会費の方からご説明いたします。まず、議員期末手当につきましては、先

ほど申し上げました人事院勧告に基づく給与改定による議員期末手当率、０．１ヶ月分増であ

りまして、１９万円を補正いたします。 

 普通旅費につきましては、平成３０年度にニュージーランドのモトエカとの友好都市協定再

調印に向けての来町の要請及び事前協議のためモトエカへ訪問をするための議長旅費となって

おりまして５９万８千円こちらを補正をいたします。議会費につきましては合計７８万８千円

の補正となります。 

続きまして、総務費でございます。まず、特別職の期末手当につきまして、同じく人事院勧

告にかかる０．１カ月分増で、１５万４千円。特別職の分の共済組合負担金といたしまして、

６千円を計上いたします。一般職共済組合負担金につきましては１０２万９千円を補正をいた

します。なお一般職につきましては、給与表改定率が平均で０．２％の増。それと期末勤勉手

当につきましては０．１カ月分の増となっておりますが、当初予算の方で対応をするというこ

とでございますので共済組合負担金分のみ補正をいたします。 

続きまして、普通旅費につきましては先ほども申し上げました、モトエカとの友好都市協定

再調印に関わる部分の町長と随行職員分の旅費となっておりまして、１１９万５千円を補正い

たします。基金管理運用事業につきましては、公共施設整備積立金に３０万円、ふるさと基金

積立金に３２０万円の積立を行うものでございまして、３５０万円を補正をいたします。財源

につきましてはふるさと納税における３２０万円と町にちょうだいいたしました寄付３０万円

となります。 

続きまして、緑清荘施設修繕事業でございますが、緑清荘の煙突の断熱材改修を行いアスベ

ストの飛散を防ぐものでございまして、７２０万円を補正をいたします。広報清里発行事業に

つきましては、本年度情報発信の強化のため新しい広報の特集等を新設したことによりまして

ページ数と共に印刷製本費が増えたための補正でございまして５６万３千円を計上いたしま

す。庁舎改修工事設計委託料事業につきましては、役場庁舎の外壁の補修、消防職員等の出勤

後の健康管理、病気等の感染防御のためのシャワー施設設置検討にかかる設計業務委託でござ

いまして４００万円を補正をいたします。社会保障税番号制度システム導入事業につきまして

は女性活躍推進等に対応した、マイナンバーカード等の記載事項の充実こちらを図るために、

既存の住民基本台帳システムを改修するものでございまして１６５万３千円を補正いたしま

す。国からの支出金として社会保障税番号システム、整備費補助金が１６５万２千円残り１千

円が一般財となります。出産子育て支援事業につきましては、子育て支援医療費給付費実績の

増及び今後の推計に基づく、子育て支援医療費扶助の増額でございまして、５０万円を補正い

たします。総務費の補正合計額は１千９８０万円となります。 

続いて、民生費でございます。障害者福祉システム改修事業につきましては、平成３０年度
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からの、障害者自立支援給付事業の改正に合わせましたシステムの改修にかかる委託料でござ

いまして、４５万９千円を補正いたします。国からの地域生活支援事業補助金が２２万９千円

と一般財源から２３万円、こちらが財源となります。続いて、介護保険事業特別会計繰出金事

業でございますが、第７期介護保険事業計画に基づく介護保険事業システムの改修に伴う事務

経費つきまして介護特会に繰出しを行うものでございまして５７５万円を補正をいたします。

次に老人福祉施設整備補助事業でございますが、こちらは清楽園の煙突の断熱材改修を行いま

して、アスベストの飛散を防ぐ補修、こちらについて清楽園に補助を行うものでございまして、

５６０万円を補正をいたします。民生費につきましては合わせまして１千１８０万９千円とな

ります。 

続いて衛生費でございます。子育て支援事業につきましては、養育医療費給付実績の増及び

推計に基づく増額でございまして、６０万円を補正をいたします。国から養育医療費負担金２

５万１千円、道から１２万５千円、その他養育医療費の徴収金９万７千円と一般財源より１２

万７千円を財源充当いたします。 

続きまして、後期高齢者医療費医療療養給付事業につきましては、平成２８年度医療費確定

に伴う負担金の確定による増額でございまして、６４９万７千円を補正をいたします。 

農業集落排水事業特別会計繰出金事業につきましては、人事院勧告による農業集落排水事業

の職員給与の増額でございまして、３万９千円を補正をいたします。衛生費につきましては合

計７１３万６千円の補正となります。 

次に農林水産業費でございます。まず、産地パワーアップ補助事業でございますが、ＪＡの

大豆乾燥機械導入に産地パワーアップ補助従業に伴う補助を行うものでございまして、総事業

費５千１００万円の２分の１の２千５５０万円を補助いたしますが、財源につきましては全額

北海道の補助金によって充当するものされるものでございます。補助として２千５５０万円を

計上いたします。 

次に焼酎事業特別会計繰出金事業でございますが、こちらの人事院勧告にかかる職員給与の

増額でございまして、こちらは１８万５千円を計上いたします。農林水産業費につきましては、

合計で２千５６８万５千円の補正となります。 

次に消防費でございます。斜里地区消防組合本部負担金につきましては、斜里地区消防組合

本部職員の人事異動に関わる人件費の増による負担金の増でございまして、こちらは１４万３

千円を補正をいたします。斜里地区消防組合清里分署負担金につきましては、人事院勧告にか

かわる人件費の増でございまして、それに伴う負担金の増でございます。５２万１千円を補正

をいたします。消防費につきましては、合計６６万４千円を補正をいたします。 

続いて教育費でございます。教育教師用指導書等購入事業でございまして、平成３０年度か

ら使用開始となります小学校の道徳の教科書にかかる教員用の指導書等の購入でございまして

４０万９千円を補正をいたします。 

以上、歳出の現計予算額５６億３９２万６千円に補正額６千６２９万１千円を追加いたしま

して、補正後の予算額は５６億７千２１万７千円であります。 

次に歳入につきまして御説明をいたします。歳入につきましては、まず地方交付税でござい

ますが、一般財源分といたしまして３千４９３万７千円を計上いたします。国庫支出金につき

ましては、先ほども御説明をさせていただいておりますが、養育医療費負担金２５万１千円、

社会保障税番号制度システム整備補助金といたしまして１６５万２千円、地域生活支援事業費
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補助金、こちらが２２万９千円を計上いたします。道支出金につきましては、養育医療費負担

金が１２万５千円、産地パワーアップ事業補助金といたしまして、２千５５０万円を計上いた

します。諸収入につきましては、養育医療徴収金が９万７千円、寄附金につきましては３０万

円、ふるさと寄附金の分が３２０万円で合わせて３５０万円を計上いたします。歳入の現計予

算額５６億３９２万６千円に補正額６千６２９万１千円。こちらを追加いたしまして、補正後

の予算額は５６億７千２１万７千円でございます。 

続きまして２ページから４ページに、こちらは補正予算概要といたしまして、今回の人事院

勧告にかかる人件費関連及び１００万円以上の事業における補正内容財源内訳、こちらを記載

しております。内容につきましては各担当課の方より説明があると思いますので、私の方から

は企画政策課の部分について説明をいたします。 

２ページの下から二段目の部分、基金管理運用事業でございますが、先ほども申し上げまし

たとおり町にちょうだいいたしました寄付金３０万円を公共施設整備基金積立金に、ふるさと

納税による寄附３２０万円をふるさと基金積立金に積立を行うものでございまして、３５０万

円を計上いたします。資料には載せておりませんが債務負担行為といたしまして、本年度で契

約の切れる学校給食センターの業務にかかる委託料を債務負担行為補正で補正をいたします。

期間については３０年から３２年までの３カ年。限度額は７千万ということで提案をさせてい

ただきます。詳細につきましては、担当課の生涯学習課より説明があろうかと思います。 

平成２９年度一般会計補正予算５号につきまして、私からの説明は以上でございます。 

 

○勝又委員長 

ただいま平成２９年度一般会計補正予算の概要についての説明を伺いました。各議員の皆様

方から質疑承ります。無いようですので打ち切ります。概要について終わりたいと思います。 

 

○企画政策課主幹 

１点だけよろしいですか。今回の議題にはございませんが、別紙資料ということで１１月末

現在の店舗出店改修等補助事業の審査状況の結果につきまして、ご報告をいたしたいと思いま

す。内容につきましては、担当の方からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

はい、担当 

 

○地域振興Ｇ主任 

では私の方より、店舗出店と補助従業にかかる審査状況の経過について報告をさせていただ

きたいと思います。今回の報告については、１０月２７日に店舗出店にかかる補助事業の審査

を実施したものの報告でございます。 

申請者につきましては、緑町の菅野又康彦氏となっております。事業の概要については緑地

区で電源などのカーサイト開設、またトイレやドックランなどの設備を持つＲＶパークという、

主にキャンピングカーを対象とした車中泊施設を整備運営するとともに、また観光自然ガイド

事業をＲＶパークと連動した形で実施する事業というふうになっております。 

事業の効果といたしましては、清里町及び緑地区の活性化並びにガイド事業も連動してやる



 

- 23 - 

ということなので、本町の観光振興の一助となることから、交流人口の増加も期待されるとこ

ろとなっております。 

そして補助金の交付決定額につきましては、補助金の対象経費が４２７万円で、そのうちの

３分の２で１千円未満端数切り捨てといたしまして、補助金の交付決定額は２８４万６千円と

いうことになっております。これについては、あくまでも交付決定額でありまして現在工事を

進めているところ、確定の金額ではないということで、御理解いただきたいというふうに思い

ます。以上です。 

 

○勝又委員長 

はい。ただいま店舗出店改修等補助事業審査状況経過報告についての説明ございました。委

員の皆様方から。堀川委員。 

 

○堀川委員 

あの、場所はどの辺になるんですか。 

 

○企画政策課主幹 

えーと、分譲団地になります。温泉分譲団地の中になります。 

 

○堀川委員 

場所、結構必要なのかと思うんですけども。分譲団地の中で間に合うくらいの施設なんです

か。 

 

○企画政策課主幹 

細かい数字はあれなんですけど、おおよそ１千５６０平米土地がございます。縦に長くて、

一番西側の山側の。はい、山側の土地で、道路挟んで山側の方、全部一列。土地がこう台形状

にこうなって、こちらに前に道路が走っている。長さ的にはあるので、車を置くスペースとし

てはとれていると。一応６台を駐める予定での申請で上がっています。 

 

○勝又委員長 

はい、他委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

今のちょっと話に関連して行くんですけれども、今回の事業内容ですよね。この中で、この

中でというか。これを見る限り、補助金交付決定額のその対象経費４２７万円なんですけど。 

この内訳っていうんですかね。どんな物にどれぐらいかかって、ここまでの金額積みあがって

いくのかって、ちょっと知りたいんですが。 

 

○企画政策課主幹 

申請に当たってはですね、業者の方から契約する業者さんの方から見積書が上がってくると

いうことで、その中身を確認して消費税抜きですね。抜きの額を対象としているということで
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す。 

 

○伊藤委員 

その内容、その中身が。 

 

○企画政策課主幹 

中身ですか、はいすみません。大きいのが敷き砂利っていう形ですね。それと駐車場の電源

供給の設備、それと仮設トイレ関係が主な大きな工事というか、金額かかっている部分になり

ます。 

 

○伊藤委員 

今、敷き砂利等との話はあったんですけど、アスファルトとかではなくて敷き砂利だけなん

ですか。 

 

○企画政策課主幹 

そうですね。 

 

○伊藤委員 

車を駐められるような区画を作って、さっき６台とか言っていましたけどポータルブルかな

んか、こういうのが電源装置かな。そのあと簡易トイレですか 

 

○企画政策課主幹 

そうです。 

 

○伊藤委員 

トイレで、４２７万円が、上がってきているということなんだ。 

 

○企画政策課主幹 

そうです。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。 

 

○伊藤委員 

わかりました。 

 

○勝又委員長 

他、良いですか。前中さん。 
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○前中委員 

今、ちょっと関連するんですけど。現況地目はなんでしょうか。宅地の場合、目的転用で宅

地以外の目的外利用っていう部分は、クリアしているっていうということでよろしいですか。 

確認してください。 

 

○勝又委員長 

他、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

これも決定した行為なんであれなんですけど、この協議する中において清里にもオートキャ

ンプ場がある。そういう兼ね合いの中から、今回こういう緑のＲＶ車のこういうキャンプ施設

をゴーサインを出した。そのへんの協議内容について、ともに相乗効果が得られるという判断

のもとにされたということで理解してよろしいんですか。 

 

○企画政策課主幹 

本人の方からもその旨聞き取り関係かけまして一応そういう形でのお互いにという形の了解

は得ています。 

 

○加藤副委員長 

いやいや当然のように、申請者からはそう出るんですけど。町の審査をする段階において、

これを許可することによって相乗効果が得られるという判断をしたということに捉えてよろし

いんですか。 

 

○企画政策課主幹 

そうです。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか、他。委員さんありませんか。議長。 

 

○議長 

出店等の補助事業。この件について、ここからここまでできるというのはなさそうで、何で

も出せば補助対象になるっていうのが、今までなんですけども。今回やっぱりここらへんも見

直し検討する余地があるのかなと思うんですよね。今後検討していただきたいなと。オートキ

ャンプ場があったり、それから道の駅でキャンピングカーも駐車。そういう場所がそのへんに

あるわけ。ただ駐車場を貸しての営業っていうような感じくらいしかないんですけども。そこ

らへん今後なんでもかんでも、ちょっと言い方悪い悪いですけれども、そこらへんの検討も必

要かなと思うんです。検討していただきたいなと。 

 

○勝又委員長 

要望としてね。今こういう助成の申請した時に、きちっとしたやっぱりガイドラインという
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か。そういうものを整備して、これも営業するんだと思うから、店舗出店という意味合いなの

かもしれないけどね。まぁ店ではないね、これね。そういう部分で、どこまでそういうものが

広げて助成の対象になるのかというものは、きちっと整備しなきゃならん部分でないかと思う

んですよね。 

 

○加藤副委員長 

計画書段階で、年間何台ぐらいで１台一晩なんぼとかっていうのが、きちっと出てきている

と思うんですが、収容台数はどのぐらいあって、そしてさっき答弁の中にオートキャンプ場の

相乗効果なんて言っているんですけど、その辺踏まえた中で、実際問題の１台当たりの一泊の

料金あるいは、収容台数あるいは年間の予想台数でどういう推移の物があったのか。 

 

○勝又委員長 

はい、担当。 

 

○地域振興Ｇ主査 

工事自体はまだ終わってないんです。交付決定なので申請状況を見て交付決定を出して、そ

のあと工事に着工してもらって、工事の内容が適正であれば、補助金を交付するというような

流れになっていますので、現在は交付決定が終わって工事着工している段階というような。年

度内に工事は終わって、完了がちょっといつになるか。雪が降っている状況なのでわからない

ですけども、それが終わり次第目途としては今年度の３月ごろを目途に、ＲＶパークの方はお

受けしたいというようなことで伺っています 

 

○河口委員 

 ちょっと良いですか。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

現地は見られているんですか。 

 

○企画政策課主幹 

もちろん見ています。 

 

○河口委員 

あそこの現地で砂利を引いて、火山灰のかさ上げをしてだとか、その辺全部計画になって、

あの土地を全部見ていますから。本当にそれは３月に出来るんですか。現状そういう土地じゃ

ないですよね。３月にもう開店出来るってことだから良いんだけども。 
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○企画政策課主幹 

申請では３月までっていうことで上がってきています。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。 

 

○加藤副委員長 

さっき聞いたやつの、使用台数と一晩の料金。 

 

○企画政策課主幹 

今収入としては年間２９２台。金額としては３千円で上がってきています。 

 

○加藤副委員長 

約３００円。年間３千円。 

 

○企画政策課主幹 

そうですね。 

 

○加藤副委員長 

ちなみにオートキャンプ場の１年間の利用台数ってどのくらいですか、車。 

 

○企画政策課主幹 

ちょっと資料は、持って来ていないんで。 

 

○勝又委員長 

はい。池下委員 

 

○池下委員 

今回これ早い話が、町でゴーサイン出したからまだでき上がってないけども。これ報告なん

でしょうか。実際上がってきたのは何月。 

 

○企画政策課主幹 

１０月の１９日。 

 

○池下委員 

新規店舗出店でこうやって上がってくる事もいっぱいあるかと思うんですけど、できれば上

がってきた段階で通る・通らない別にして、こういう案件が上がっていますよという情報も委

員会に流してほしいな。 

担当の課で色々な事はあるかと思うんですけど、すべて決定した中で報告じゃなくて、上が

ってきた段階でお知らせしていただけたらなという要望なんで。 
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○企画政策課主幹 

要項ではその中で交付決定するかどうかっていうのが、その時点で決まるものですから、そ

の後に交付決定をかけるもんですから、なかなか委員会の方ともちょっと時間が合わなくて、

やはり１カ月位ちょっとずれちゃうっていうことがあろうかと思うんですけど、速やかにとい

う風に考えています。 

 

○勝又委員長 

一応補助を出していく事業だから、その部分でこういうことやっているよっていうことが議

員も解らないままでちょっとまずいかなって思うものだしね。聞かれたとしても、どんなこと

やっているのかよく解りませんって言うような事ではないと思うんですよね。そんなことも含

めて報告できるような段階のときに速やかに報告してもらうような形のものお願いしたいな。

他、良いですか。 

それでは、企画政策課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 

 はい。それでは、生涯学習課。３点ございます。 

 よろしくお願いします。 

はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

今回につきましては、１２月定例会に提案させていただくことになっております。３点の事

案について、担当よりご説明申し上げますので、ご審議いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

○勝又委員長 

はい、担当。 

 

○社会教育Ｇ主査 

それでは清里町営リフトの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例について、御

説明申し上げます。１ページをご覧ください。 

1 番の変更理由といたしましては、リフト利用者の利便性を高めるため、新たなリフト券を

追加するのに伴い、条例別表第２を改正する必要が生じたためでございます。２番の変更内容

でございますが、新たに３時間券を追加するものでございます。詳細につきましては、新旧対

照表でご説明申し上げますので２ページをご覧ください。新旧対照表、左が改正後、右が改正

前となっております。左の改正後をご覧ください。使用料は、第６条で定めておりリフトの使

用料は別表第２に定める額とするとしております。下の別表第２をご覧ください。区分の欄、

回数券の欄の次に３時間券の欄を追加し、対象大人料金１千２００円と対象小人料金６００円

を設定するものであります。また回数券の備考欄でありますが、これまで１３枚１組と表記し

ておりましたが、券の発行形態に合わせた表記に修正し、１３回１組に改めるものであります。 

附則で施行期日を定めており、この条例は公布の日から施行するものであります。以上、説
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明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、清里町営リフト設置および管理に関する条例の一部を改正する条例についての説明

がございました。委員の皆様方から質疑等承ります。ありませんか。無いですね。それでは、

次に移ります。 

２番、平成２９年度一般会計補正予算、生涯学習課所管分について。はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは議題２つ目の平成２９年度一般会計補正予算生涯学習課所管分でございます。３ペ

ージをご覧下さい。 

９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費の教師用指導書等購入事業でございますが、平

成２７年３月に学校教育法施行規則が改正されまして、道徳が特別の教科である道徳として新

たに位置づけされるとともに学習指導要領につきましても一部改善がなされたところです。改

正された学習指導要領は、移行期間が設けられ平成３０年度から小学校。平成３１年度から中

学校で全面実施とされています。これに伴いまして、平成３０年４月から使用開始となる小学

校の教師用教科書、指導書、資料について、必要冊数を確保して、４月からの指導体制を構築

するため、購入するものでございます。次年度小学校２校で必要な指導書と教科書のセットが

各学校、２校分。特別支援学級担任用としまして、教科書と指導資料、各学年１冊ずつとなっ

ております。 

補正額につきましては、総額４０万９千円を補正計上するものでありまして、財源はすべて

一般財源となっております。以上で補正予算関係の説明を終わりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ただいま一般会計補正予算についての説明がございました。委員の皆様方から、質疑等ござ

いましたら承ります。ありませんか。無いようですので打ち切ります。 

３番、清里町学校給食センター業務委託事業における債務負担行為について。はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

それでは、議題３つ目の清里町学校給食センター業務委託事業における債務負担行為につい

てでございます。議案４ページをご覧ください。学校給食センターの業務につきましては、現

在平成２７年度から２９年度までの３カ年の契約期間といたしまして、長期継続契約を行って

おります。 

年明けの平成３０年３月３１日までが契約期間でありますので、新たな契約が必要となって

まいりますけれども、学校給食業務につきましては、４月早期からの安定した業務の確保が必

要となりますので、早い段階での入札行為を行い、業者を決定していく必要があります。入札

行為を１月に進めるとした場合、次の１２月定例会におきまして、債務負担行為の補正が必要

となっております。 

改めて資料のご説明となりますが、清里町学校給食センター業務委託事業の新たな契約期間

といたしましては平成３０年度から平成３２年度までの３年間、長期継続契約の限度額といた
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しましては７千万円を計上するものでございます。１年間の平均額といたしましては２千３30

万円程度ほどになろうかと思います。以上で債務負担行為の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、学校給食センター関係の業務委託に対する債務負担行為の説明がございました。

委員の皆様方から質問等ございましたら、こちらに過去の２７～２９年の限度額はいくらだっ

たのかな。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 限度額ではないのですが、過去３カ年の予算額といたしまして６千３１８万円を予算として、

３カ年予算として計上しております。 

 

○勝又委員長 

ほか、各委員の皆様方からありませんか。無いようですので打ち切ります。生涯学習課、全

体を通して、何かほかの案件等でありました。はい。池下委員 

 

○池下委員 

 実は昨日新聞を見ておりまして、ちょっと気になるニュースがありました。生涯学習課の常

任委員会の時にお聞きしたいなと思って。 

２０１６年度の昨年の全国の小中高特別支援学校文部科学省の調査で認知した、いじめの件

数というのが出ておりまして、前年度に比べて４３．８％増の３２万８千８００件、これ過去

最多だったんですよ。自殺・不登校・金銭被害。そういうふうな重大事態というのは２７％増

の４００件で、北海道内のいじめの認知数は８千３５５件。これが３４．８％増なんですよ。

このうち小学校で全国では５６％増の２３万件で、道内も５３％増の５千３４３件全体の半分

以上が小学生なんです。また小中高で自殺した児童２４４人のいじめ問題が原因となっている

うち、自殺しているのが１０名。そして暴力行為の発生件数、中高とも減少はしているんです

けども、小学校が３３％増えている。６年連続上昇をらしいんですけれども、いじめの把握と

いうのは、学校単位で難しいのかなと思うんですけども、課題がいっぱいあると思います。 

解っているのは本当に氷山の一角かなと思うんですけども、この早期発見と対応が一番の重

大事態の発展を防ぐようになっていくのかなというふうに思うんですけれども、当町はどのよ

うな対応を行っているのか。まずそこら辺をお伺いしたいなと思いますが。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長 

 

○生涯学習課長 

 はい。ただいま御質問のありました、いじめの把握でございます。 

これにつきましては、年に２回無記名でアンケート調査を行い、把握をしているところでご

ざいます。また不登校等につきましては、中学校で現在数名いる、スクールカウンセラーを派

遣し、対応をしているところでございます。 
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○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今、課長の方から年２回、無記名のアンケート行っている。これはたしか数年前からやって

いるというふうに、私も認識しておりますけども。それでもなくならないのがいじめだと私は

思っています。いじめというのは、一生涯なくならないのかなというふうに思いますけども、

やはり町が本気になって、この問題を解決していくというふうな取り組みを、こういったアン

ケートばかりではなくて、もっと違う観点から色々なことをやっていかなければなくならない

のかな。少なくなって行かないのかなというふうに思いますんで、今後より一層の教育委員会

の頑張りに私は期待したいと思いますので、色々とやっていただきたいなというふうに思いま

す。 

 

○勝又委員長 

はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 はい、ただいまの池下委員の御意見でございます。先ほど補正予算の方で、道徳について触

れたところでございます。道徳につきましても人間関係、仲間意識さまざまな観点からふれて

まいります。 

特に今回特別の教科ということで、今まで非常にその内容等について、各学校で取り組んで

いくということになっております。それも含めた中で今後アンケートの結果が出るたびに学校

と状況把握、そして対応を協議しながら個別にあたって参りたいと考えておりますのでご理解

ください。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか、池下委員。 

 

○池下委員 

 これは余談なんですけど、ちなみに１０月２７日の道新に載っておりますので、是非教育委

員会の方には、ご参照していただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。無いようですので、以上持ちまして生涯学習課を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 

 続きまして、議会事務局。平成２９年度一般会計補正予算、議会事務局所管分について。 

 



 

- 32 - 

○議会事務局 

はい、それでは私の方から平成２９年度一般会計補正予算議会事務局分を説明いたしますの

で資料の１ページをご覧ください。議会費の議会運営事業です。 

先の総務課や企画政策課でも、お話があったとおり、人事院勧告に伴いまして議員期末手当

の方も、０．１％増額する予定でございます。そのため１９万円の増額をいたします。 

また、平成３０年度のモトエカ友好都市提携再調印に向けての訪問調整等のため費用弁償、

旅費なんですけれども５９万７千３０円の増額を予定しております。 

合わせまして７８万８千円の増額補正を提案いたします。以上となります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成２９年度一般会計補正の議会事務局所管分についての説明がございました。議

員の皆様方から何かありますか。ありませんね。 

 

○勝又委員長 

 それでは議会事務局終わりたいと思います。 

大きな２番、次回委員会開催について。 

 

○議会事務局長 

次回の委員会でございますが、１月２９日月曜日この会場でよろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

次回委員会の開催については今、事務から報告ございましたけれど、明年度１月２９日の月

曜日と言う事で場所はここでよろしくお願いします。 

大きな３番、その他。ありますか。ありませんね。 

それでは、長時間にわたり大変ご苦労様でした。第１６回総務文教常任委員会を終わりたいと

思います。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１６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 午後 ２時１４分） 


