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第６回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年４月２７日（木） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １０時０２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２８年度一般会計補正予算（総務課所管分）専決処分について 

  ②清里町表彰規則に基づく被表彰者の決定について   

 ●消防署清里分署 

  ①清里消防団事業について 

 ●企画政策課 

  ①平成２８年度一般会計補正予算（第９号）専決処分について 

   

   

 

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 

     

 



 

- 2 - 

 

○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     

 ■消防分署長      野呂田成人    ■警防係長          半澤 孝貴 

 ■企画政策課長     本松 昭仁    ■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    ■まちづくりＧ主任      半澤  忍 

  

 

○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 

 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したいと思います。 

大きな１番、町からの協議報告事項について、総務課３点ほどございます。よろしくお願い

します。はい総務課長。 

 

○総務課長 

 それでは総務課の協議報告事項につきまして、議案に記載の２件から、ただいまお手元にワ

ンペーパー資料を追加で大変申し訳ありません。４月１８日の強風によります災害の関係につ

きまして、あわせて総務課から３件報告させていただきたいというふうに思います。順次担当

等より説明をさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは平成２８年度一般会計補正予算専決処分についてご説明をいたします。１ページを

ご覧ください。今回の補正につきましては、国庫補助金の一部が交付税措置に変更となったた

め、歳入予算を減額するものです。 

歳入よりご説明いたします。中間サーバープラットホーム利用補助金につきましては、歳出

にあります町と国との間で個人番号のデータを暗号化して送受信する中間サーバーの利用負担

金である中間サーバープラットホーム利用負担金に対する補助金で１０割補助となっておりま

す。当初予算額は１３０万２千円で調整経費の１２万４千円を補正し、合計１４２万６千円を

補助申請しておりましたが、３月末に北海道の担当係から連絡がありまして補助対象は調整経

費分の１２万４千円のみで残りの１３０万２千円については交付税措置することとなったこと
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から歳入額を１３０万２千円減額し、１２万４千円とするものです。 

続きまして歳出でございますが、国庫補助金のうち１３０万２千円が交付税措置に変更にな

ることに伴い、財源内訳を変更するもので国庫支出金を１３０万２千円減額し、１２万４千円

とし、一般財源が１３０万２千円の増となっております。補正についての説明は以上です。 

ここで資料にはございませんが、平成２８年度予算で繰越明許となる予算がありますのでご

説明いたします。個人番号カード発行業務にかかる負担金であります通知カード、個人番号カ

ード関連事務委託負担金につきまして、平成２８年度に使用されなかった平成２８年度割額分

の３３万３千円を平成２９年度に繰越すものです。これは総務省からの事務連絡で通知があり、

全市町村で繰越の手続が必要となったものです。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成２８年度一般会計補正予算総務課所管分の説明がございました。委員の皆様方

からありませんか。２８年の予算の繰越明許費に関してもよろしいでしょうか。それでは終わ

ります。②番、清里町表彰規則に基づく表彰者の決定について総務課長。 

 

○総務課長 

それでは２番の清里町表彰規則に基づく被表彰者の決定につきまして、ご説明申し上げます。

議案の２ページをご覧ください。このたび、清里町表彰規則に基づきまして組織結成４０年を

迎えます札幌清里会に対しまして奨励表彰を供することをさせていただきましたので、ご報告

をさせていただきます。 

功績概要につきましては記載してございますが、札幌清里会につきましては昭和５９年に、

現在の札幌清里会を組織しまして現在まで会員相互の親睦交流はもとより清里町関連の各種行

事等への参加支援、それから清里の農産物の共同購入及び清里の魅力を発信する活動などふる

さとの応援団としまして、長年にわたり本町の繁栄と発展に貢献をされております。節目の４

０回目の総会を迎えるにあたりまして奨励表彰を送るものでございます。 

なお、来月の５月２０日に第４０回の札幌清里会の総会が開催されますので、その席上にお

きまして表彰状等の伝達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。以上

で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま清里町表彰規則に基づく被表彰者の決定についての説明がございました。委員の皆

様方。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 参考までに教えていただきたいんですけども、札幌清里会の人数ですとか、どのような活動

しているのか、そのほかの東京清里会、北見は、創立何年ぐらいになるかというのも解れば教

えていただきたいんですが。 

 

○総務課長 

 ふるさと会の活動に対し活動につきましては、あの企画政策課の方で担当しておりまして、
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私の方で資料がございませんので後程説明ということでよろしいでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。後程ということで。他委員さんから。ありませんか。無ければ進みます。

議案にありませんけど３番ということで、強風による災害対応及び被害状況等について説明願

います。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは１枚資料にあります、強風による災害対応及び被害状況等について説明させていた

だきます。発生年月日につきましては平成２９年４月１８日です。警報につきましては１７時

２０分に暴風警報が発表になり、１９時５７分に解除となっております。気象データの最大風

速につきましては、上斜里につきまして１５時５３分に２７．１メートル、札弦につきまして

は１７時４８分に１９．６メートル、緑につきましては１７時６分に１６．３メートルを記録

してございます。 

災害対策本部の体制につきましては、１７時２０分に災害対策本部情報連絡室を設置してお

ります。１９時５７分に情報連絡室は解除となっております。対応等につきましては、担当職

員の常駐及び緊急時対応のため管理職員に自宅待機連絡をしてございます。 

被害状況につきましては、農業被害といたしまして農舎３棟、畜舎１棟、堆肥舎１棟、育苗

ハウス１棟、ビニールハウス２棟、以上が農業被害でございます。こちらにつきましては後ほ

ど産業建設課の方から説明がございます。 

その他ということで、農業被害ではございませんが農協取りまとめの中にありました件とい

うことで２件、車庫崩壊と自家用車の小破損ということになっています。江南パークゴルフ場

のポンプ小屋の倒壊、緑町小学校校舎屋外スピーカーの脱落、旧新栄江南小学校校舎、体育館

の窓ガラス破損が４カ所。以上となってございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま強風による災害対応及び被害状況についての説明がございました。委員の皆

様方からありませんか。農業被害につきましては産業福祉委員会の方で報告がございます。無

いようですので全体を通してありませんか。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 最初に言われました個人番号の件なんですが、町は将来この個人番号の使い方について、何

か計画はあるんでしょうか。 

 他の市町村関係でこれを利用してっていう考え方がぼつぼつ出てきているんですけども、こ

この町は単純にどの程度カードが発行されているかの率は徐々に上がってはきているとは思う

んですけれども、将来このカードが町民の中でどういう使われ方になって、今の使い方の延長

上でずっと何も考えていませんと言うか、あるいは他の市町村と同じように何かこれから使い

道を考えていくという方法にあるのかということだけ。 
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○勝又委員長 

 課長 

 

○総務課長 

 すいません。まだ正直な話ちょっと把握してございませんが、本町におきましても、この個

人番号の関係につきましては有効な使い方を、模索しながら他の町村も含めまして検討のあり

方、今後の使い道についていろいろさまざま検討をしていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。ちょっと申し訳ございません。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 是非こうやって結局は補助じゃなくて持ち出しになって使っていくわけですから、付加価値

のある工夫をしていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。無いようですので総務課３点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 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 ふるさと会の関係につきまして、資料をもらいましたので報告させていただきます。 

 まず札幌からいきます。先程話しました札幌清里会につきましては、会員数が１０８名。本

年４０回目の総会を迎えるところでございます。東京清里会につきましては、会員数が今のと

ころ３０９名。それからもう１つ、北見清里会というふるさと会ありますけども、ここにつき

ましては会員数が７２名ということでございます。 

先ほどの札幌清里会の関係ですけども、功績概要にありましたけども、総会におきまして会

員相互の交流を図ったり、清里の農産物を会員の方共同で購入、それからいろいろ個人段階で

清里の話題とか情報をいろんな札幌内外のところに発信してもらうような活動、それから特に

札幌清里会、東京もそうですけども、清里町関連の物産とか観光のイベントがございます。そ

れに応援で行って会員の方に行ってもらって、一緒にその物産展等を支援というような活動を

やっていただいているところでございます。 

 

○堀川委員 

 東京清里会ですかとか、北見清里会の何年目とかいうのは。 
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○総務課長 

 東京清里会につきましては昨年が２９回ですので、本年１１月にたぶん総会が予定されてお

りますが３０回目を迎えることとなります。北見清里会につきましては２８年が２０回でござ

いました。本来４月に２１回目を迎えることとなります。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 せっかくこういう繋がりがあって、清里町の良い応援団として活躍してくれるということな

んで、是非とも良い形で清里町の応援団という形でもう１歩踏み込んだようなお付き合いがし

ていければというふうに感じますので、よろしくお願いします。 

 

○総務課長 

 はい。今後の清里町とのまたふるさと会の連携につきまして、いろいろ有効にいろいろ活動

を検討させていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。そしたら以上で終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。消防

署清里分署。 

 １点清里消防団事業についての説明がございます。分署長。 

 

○消防分署長 

消防署清里分署からの提出議題であります清里消防団事業について、担当係長よりご説明申

し上げます。 

 

○勝又委員長 

 担当係長。 

 

清里消防団事業についてご説明いたしますので、１ページをお開き願いします。 

（１）平成２９年度斜里地区消防組合清里消防団春季消防演習について御説明いたします。

実施日時につきましては５月２１日日曜日午前９時開会となります。実施場所は清里町生涯学

習総合センター駐車場及び市街一円となります。 

町民への周知は広報５月号と町ホームページに掲載して周知いたします。 

実施目的につきましては、１消防精神の高揚と技能の練磨、２指揮、統率、命令の徹底、３

防思想の啓発となっております。 

出動人員につきましては、消防団長以下消防団員７７名、清里消防職員１６名の合計９３名

の参加を予定しております。演習内容につきましては観閲、小隊訓練、ポンプ操法、模擬火災

訓練、分列行進と本年７月１４日に江別市の北海道消防学校にて開催されます北海道消防操法

訓練大会に出動する隊員によります小型ポンプ操法模擬演技を実施いたします。サイレン吹鳴
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につきましては、１．団員招集サイレンを全町一斉に吹鳴します。２．模擬火災サイレンは清

里市街のみ近火サイレンを午前１０時４０分ごろ、煙火サイレンをその数分後に吹鳴いたしま

す。模擬火災訓練場所は水元町の町営駐車場を火点と設定し実施いたします。また分列行進の 

統監位置を水元町のポケットパーク前に設定しますので、ぜひご観覧ください。 

次に、（２）第５２回北海道消防協会オホーツク地方支部斜里分会連合演習についてご説明

いたします。実施日時につきましては５月２８日午前９時開会で、実施場所につきましては小

清水町町民多目的運動場及び市街一円となります。出動人員につきましては、団長以下団員３

０名清里分署職員５名の合計３５名の参加を予定しております。 

以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今清里分署より２９年度の春季消防演習並びに第５２回のオホーツク地区支部清里分会

連合演習についての説明がございました。委員の皆さま方からありませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 質問じゃないんですけども訓練大会出場の模擬訓練を今回することで、ぜひ町民に対するア

ピール。なかなか見に行けないので、その旨の広報をよろしく一つお願いします。 

 

○消防分署長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい分署長。 

 

○消防分署長 

 今、加藤議員からもお話あったとおり模擬演技、なかなか町民の方にというのがありますの

で、周知の方を徹底していくのと、その他ここに記載はしてないんですけども、今の予定では

清里小学校の運動会と清里中学校の運動会の２回、実施に向けて今校長先生と協議しておりま

すので、できるだけお話があったとおり、町民の方の目に触れるように周知の方をしていきた

いと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 消防団の団員数の関係でちょっとお伺いしたい点が２点ありまして、３分団の中で満足した

団員の確保がなされているのかという問題と、あと各団員におけるその職業的なバランス。団

員によっては農業だとかあるいは事業所の団員さんもいるっていう形があるんですけども、第

１分団の中ではその辺のバランスは商店街の方もかなりおられる実態もあるんですけども、事

業所としての団員の確保。あえて申しませんけども農業関連における事業所はどうなんだとい
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う声も町民の中からも聞こえている部分なんですけど、その辺の加入だとか、そういうような

アクセスっていうか、とり方はあるのか無いのか、その辺２点ですね。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長 

 前中議員の御質問でありますけれども、団員の定数につきましては、今の条例上９０名にな

っております。現状でいきますと７７名ですので１３名ほど少ないのが現状であります。 

職業的にいきますとやはり第２、第３分団になりますと農家の方が多くなっておりますし、

第１分団でいきますと、おっしゃったとおり商業者、農業者色々な業種の方がいるのが現状で

あります。 

今お話ありました事業所関係ですけれども消防分署が団員募集を表立っていうことではなく

て、団が団の募集について行うような形が本筋ではありますけれども、昨年農業の団体の方に

団長以下本部職員の方が１回行ってお話をさせてもらっておりますが、こないだ会議があった

ときも１回その話は出ておりまして、また再度本部の方で事業所の方まわって募集かけていこ

うかという話は出ておりましたので、今後そのような活動をしていくかなって思っております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 わかりました。  

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんありませんか。無いようですので、消防分署終わりたいと思い

ます。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 企画政策課１点ございます。平成２８年度一般会計補正予算第９号専決処分について。課長。 

 

○企画政策課長 

 本件につきましては、地方自治法の規定の定めに基づきまして３月３１日付けをもちまして

専決処分をさせていただきます補正予算について、ご承認を賜りたいというふうに存じます。

それでは担当の方から説明させていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

それでは私の方から説明をさせていただきたいと思います。まずはじめに歳入の補正内容か

らご説明をいたします。１ページをお開き願います。 
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初めに歳入の補正内容からご説明をいたします。利子割交付金から地方交付税までの交付金

関係につきましては額の確定に伴う補正でございます。まず利子割交付金ですが５６万３千円

の減額、配当割交付金につきましては９９万７千円の減額、株式譲渡所得割交付金は３９万２

千円の減額となります。続きまして地方交付税につきましては、交付税の額の確定に伴いまし

て２千２１６万６千円の増額となります。続いて国庫支出金につきましては、まず補助金の確

定に応じ、地方創生推進交付金が９０万７千円の減額、国民年金事務費委託金につきましては

物件費基本額の減によりまして４万３千円の減となっております。中間サーバープラットホー

ム利用補助金につきましては、当初予算額１３０万２千円と３月補正時の１２万４千円、合計

１４２万６千円を国庫補助として当初見込んでおりましたが、国より１２万４千円を補助対象

としまして１３０万２千円を交付税措置するとの通知がございました。そのため、１３０万２

千円を減額するものでございます。国庫支出金につきましてはあわせまして２２５万２千円の

減額となっております。続きまして、道支出金でございます。子ども子育て支援交付金及び地

域づくり総合交付金の額の確定に伴う補正でございまして、記載のとおり合わせまして、１８

万７千円の増額となります。次に繰入金でございますが林野基金の１１万７千円の減額、土地

開発基金を公共施設整備基金に繰入れますため、５千３６０万４千円を増額しまして全体で５

千３４８万７千円の増額となっております。諸収入につきましては太陽光の売電収入が予算額

を上回ったことから６万円を増額の補正をするものでございます。続きまして町債でございま

す。こちら情報交流施設きよ～るの施設整備事業債でございまして事業費の確定に応じ８５０

万円の減額となります。寄附金につきましてはふるさと寄附金の確定でございまして９２万円

を増額するものです。歳入の現計予算５２億５千５８０万７千円に６千４１１万６千円を追加

しまして、補正後の予算額は５３億１千９９２万３千円となります。 

続きまして歳出の補正内容をご説明いたします。総務費につきましてはふるさと基金積立金

に９２万円、子ども子育て基金に６万２千円を積み立てまいります。公共施設整備基金積立金

につきましては土地開発基金の５千３５０万４千円と一般財源の剰余分も合わせまして公共施

設整備基金に７千３３５万４千円を積み立てます。また総合戦略事業費の確定に伴いまして１

９５万３千円を減額し、総務費の合計は７千２３８万２千円の増額補正となります。続いて衛

生費につきましては、国民健康保険事業特別会計への繰出金８００万円の減額と後期高齢者医

療特別会計繰出金２８万３千円の減額、あわせまして８千２８３万３千円の減額補正でありま

す。農林水産業費につきましては、平成２９年３月の農業委員会開催によりまして委員が１名

増となりますため１名分の委員報酬を増額するものでございます。歳出の現計予算５２億５千

５８０万７千円に対しまして、６千４１１万６千円を追加しまして補正後の予算額は５３億１

千９９２万３千円となります。 

以上が平成２８年度一般会計補正予算第９号の全体の概要でございます。私からは以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 私からは企画政策課分の専決の主な内容につきまして御説明の方をさせていただきたいと思

います。２ページをご覧ください。初めに、訂正の方お願いいたします。基金管理運用事業欄
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のふるさと寄附金と記載されている部分につきまして、ふるさと基金積立金に修正をお願いい

たします。訂正してお詫びを申し上げます。 

基金管理運用事業についてでございます。公共施設整備基金積立金につきましては、平成２

９年３月に廃止いたしました土地開発基金５千３６０万４千円と特別交付税の増額分など一般

財源の増額分１千９７５万円合わせて７千３３５万４千円を補正するものでございます。子ど

も子育て基金につきましては、太陽光売電収入の増額補正の見合いといたしまして６万１千円

を、ふるさと基金積立金につきましてはふるさと基金の増額補正の見合いといたしまして９２

万円をそれぞれ補正するものでございます。次に地方創生深化のための推進事業でございます。

事業実績に伴う事業費の確定といたしまして報償費で５２万３千円、旅費で５２万３千円、需

用費で７万７千円、役務費で１３万円、委託料で３０万円の合計１５５万３千円を減額し、補

正するものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま平成２８年度一般会計補正予算の専決処分について説明がございました。委員の皆

さま。はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 この地方創生の深化のための減額措置。主な減額の理由項目ごとにある事業全体としてはど

の事業に対しての減額をされたのか。全般なのか、あるいは特異的な事業に対してか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 大体１千５００万ぐらいの全体事業費がありまして、今回補正させていただくのは、今担当

の方から説明しました１５０万ぐらいの補正ということで、どれが一気に減ったのかというこ

とではなくて、事業の中身全体では２８年度の事業としまして、発表会もやりましたけども、

清里町の情報発信にかかるロゴだとかポスターだとか、リーフレットをどういうふうに作って

いくかっていう、今はまだ２８年度の部分が企画の段階ですけども、そういった部分でありま

すとか、グリーンツーリズム、ホワイトツーリズムの体験型観光の事業でありますとか、じゃ

がいも焼酎をはじめとする特産品の販路拡大の部分になりますとか、様々な事業があるんです

けども、そういった部分の執行残って言いますか、見積もり残と言いますか、そういった部分

が主な部分の積み上げでこういう形になっているということでご理解を賜りたいというふうに

思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんからありませんか。 

 

○企画政策課長 

 お時間をいただきまして大変申し訳ありません。この後産業建設課の方でも先日の暴風雨被
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害の状況報告、農業関係で出ると思いますけども、企画サイドはパークゴルフ場のＦコースの

ちょっと奥の方なんですけども、そこに散水の施設がありまして、その上に小屋が建っている

んですよね。その小屋の基礎の上は木なんですけども、全部根元から全部飛んでしまいまして、

応急処置でブルーシートを被せている状態です。このままということにはなりませんので、６

月の補正で予算を計上させていただいて修繕をかけていただくというような形で、またご協議

させていただきたいというふうに思いますので、他の観光関連施設については特段影響なかっ

たんですが、その施設が飛んでしまったということで多少お金もかかるということでご報告だ

けさせていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今課長の方からパークゴルフ場のポンプ小屋っていうんですか、それがこの間の

暴風によって倒壊し、６月補正で修繕をかけていくということですのでよろしくお願いしたい

と思います。他委員さんからはい池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと１点だけ聞きたいんですけど、２８年度のふるさと寄附金が９２万ということなん

ですけど、今回のふるさと基金積立金ということで９２万は積むんでしょうけども、これは９

２万寄付いただいて、いろんなところに送っていると思うんですけど、物を。そういった経費

は全く抜かないで、そのまま積み立てするっていうことになっているんですけども。じゃあそ

の送ったやつは一般会計から出すのですか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 委員のおっしゃるとおり入っている部分ですので、出す部分の経費は計上していますのでそ

ういった対応をとっております。 

ちなみに情報提供ということで、今ふるさと納税の関係でちょっと騒がれていますので、簡

単にご説明させていただきたいというふうに思いますけども、中身については今委員ご指摘の

とおりでございます。今回実行後の件数並びに金額ということで９２万円追加補正ということ

をさせていただいております。今騒がれている部分は、特に新聞とかも騒がれている部分はい

わゆる３割って言っていまして、過剰な返礼が多いと。町によってはパソコンをつくっている

のでパソコンを出したら何％の関係部分もありますし、半分以上出している。清里はどうかと

言いますと基本的にその返礼の品だけでいくと３割程度です。３割程度ですから、特に問題は

ないということで、一部体験型観光だとかそういうことを計算すると４割近くなることもある

かもしれませんが、それは清里に来ていただいて体験していただくっていう特別要素を含めて、

今振興局とは協議をしている部分になりまして、平たく言えば町については３割程度の返礼金、

あとはプラスして送料だとか若干手数料がかかるという感じで特段振興局や国の方から指摘を

受けてありませんので、引き続き今の状態の中でより充実したふるさと納税の仕組みを構築し

つつ、堀川議員からもご指摘いただいているそのアフターフォローですか、そういった部分も
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充実していきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 ちなみに２８年度はたしか６０件ぐらいでしたか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ２８年度につきましては、全体の件数で５２５件で金額で７７１万円で、御承知のとおりス

タートしたのが１１月１日ということで、スタートが遅かった割にはそこそこ好成績だったの

かなというふうに思います。どっちかというと中間よりスタートが若干遅かったという部分と

これからＰＲをしていきたいなと。どうしてもやっぱり海産とか肉とかそういうところが、で

もそれに負けないぐらい頑張っていきたいというふうに思いますので、引き続きご指導いただ

きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。返礼品の関係も随分もめているみたい、特に制約があ

るわけでないんですけど、一応節度のある形での充実を図っていっていただきたいと、そのよ

うに思う次第であります。それでは無いようですので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 

 続きまして大きな２番の道内所管事務調査について、事務局。 

 

○議会事務局長 

 それでは別紙をご覧いただきたいと思います。先日ご希望を取りまとめた平成２９年度の清

里町議会総務文教・産業福祉常任委員会合同道内所管事務調査でございますが、日程が７月１

２日から１４日の３日間視察地でございますが、伊達市、江別市、当別町を予定しております。 

視察内容でございますが、総務文教常任委員会が伊達市でコミュニティースクール学校運営

協議会について。それから続いて当別町で地域交通当別ふれあいバスについて、それから同じ

く当別町で幼保連携型の認定こども園について視察する予定となっております。産業福祉常任

委員会の視察内容については記載のとおりとなっております。 

それで行程でございますが７月１２日女満別を発ちまして千歳空港に降りまして、そのまま

伊達市に入りまして、伊達市を視察した上、伊達市宿泊の予定となっております。翌日伊達市

を出まして江別市を視察、当別町を視察しまして札幌の方に宿泊する予定となっております。

最終日７月１４日につきましては、札幌を出まして江別市で北海道消防操法大会を視察して帰
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路につく予定となっておりますのでよろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 ただいま合同の道内所管事務調査の計画についての説明がございました。委員の皆様方から。 

 

○勝又委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 幼保認定こども園２カ所って。 

 

○議会事務局長 

 申し訳ございません。幼保連携になっておりましたので産業福祉常任委員会の方にもあわせ

て載せております。 

 

○加藤副委員長 

 今回の視察の中でどこをどういう意味で視察してくるのか。趣旨捉え方について考えると、

まだ認定こども園の視察研修は必要ないかなというふうに。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 実は私が行ったら良いかと言った。認定子ども園の話が出てからでも良いのは良いんだけど、

ケアハウスが終わったら認定子ども園の話が当然進むのかなというふうに思っている。これが

２年後になるか３年後になるかはっきりした話では無いけども、やはり話が出ている以上、何

回かに分けていろんなところを視察した方が良いのかなという思いで、今回どうかなというふ

うな意見で言った。もし時期尚早であるというふうに全員が捉えるんであれば、中止するって

いう方向で進めていけば良いし。 

 

○勝又委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

私が言っている意味合いは、認定こども園の必要性はあるかもしれない、将来に向かってあ

るかもしれないけども、認定こども園イコール建設をするんだってことが先走っちゃっている。

こういうスタンスで、この議会として視察をしていくあたりはどうなのかな。スタンスの中で

この問題というのは、いろんな部分の中で協議を重ねていかないとならないと思うんですが、

小学校の統合がもう間近に決まってきている形の中では、幼保の関係についてのきちっとした

考え方を持っていかんとならんということは当然その時にすぐ建物の話になっていく。この辺



 

- 14 - 

は逆を言うと光岳小学校あたりの将来に向かっての活用方法だとかいろんなことを踏まえて建

物ありきでない考え方を主軸に、これからの認定子ども園のあり方、運用の仕方っていうこと

を論議していくのは議会としては必要なこと。認定こども園を協議する中ではすぐ建てんとな

らんって話になっている。この辺については特に注意しなければならない項目だというふうに

私は思うので、この認定子ども園が必要だと言いながら、すぐ建物に走るような考え方のスタ

ンスはいかがなものかと。そういう意味合いで、まだこの部分についての視察というのはしな

くても内容的には見に行くっていったら大体建物を見に行くしかないんですよ。基本的に。そ

のことよりもこの運用方法の中で、将来清里はどういう形での運用方法があるのかというのは

もっともっと基礎勉強をして、他にいろんな事を勉強した上であれば、清里が採用すべき進む

べき認定こども園の方向性はこういう形だとなった時に初めて視察という項目を入れても私は

遅くないんではないかなという認識。見ることを反対という意味じゃないです、そういう感覚

をきちっと整理しておく必要があるような気がします。 

 

○勝又委員長 

 ただ認定子ども園に限らず、今回取り組む部分について、すぐこういうことでやっていきま

すっていう形に繋がるような感じのものではないと思うから、１つの先進的事例ということで、

それを視察してくるんだというのは良いのでは。 

 

○加藤副委員長 

 委員長の言われることも解るけども、議会がそれを見てきたということは裏を返したらゴー

サインが出たという表現に取られる。いろんな場面で出て来るんで、その辺は十分に論議した

上で、個人の考え方を整理していく必要が私はあると思う。行くんであれば良いんですけども。 

 

○池下委員 

 皆さんに聞いたら良い。 

 

○勝又委員長 

 皆さんどうですか。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 私は加藤議員の方の考え方に近いのかなと思っています。こども園については議員皆さんの

子ども園の位置づけっていうきちんとした柱を皆さんが討議して、一般的には幼稚園が古くな

りました。建物が古くなりました、だから認定園の方向にいきましょうということじゃなくて、

こども園自身の本来の教育というところからきちんとした討議をして、それで改めてどういう

子ども園がこの町にふさわしいのかということが事前に議会から提案できると。むしろ行政が

どういう形で進んでいってほしいっていう本来の基本的な理想論に近づけていった方が僕は良

いんだろうと。そういう面では７月はちょっと早いのかなと。その中でコミュニティースクー

ルが当然入ってきます。これはもうリンクする部分なんですね、コミュニティースクールはも

う当初今年度２年計画の今年進めていくという形をつくっているわけですから、その中におい

ては子ども園については、ちょっと時期尚早かなと私は思っています。 
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○勝又委員長 

 他委員さん。 

 

○加藤副委員長 

 そういう意識を持って行ってくるのとでは違いますけども。 

 

○前中委員 

 産業福祉常任委員会と総務文教常任委員会のくくりで所管調査、認定こども園になっている

んだけども、今の議論でハードありきなのか、そのプロセスの子ども園の在り方なのかという

ところで、本町において今進めようとしているのは、保健福祉課でという話なんですけども、

その入り口自体は僕もちょっとどうなんだというのは一議員としてはあるんだけども。 

この認定こども園自体１号保育、２号保育、３号保育っていろんな形態の中の寄り集めの中

の保育をやります、それと絡めて学童保育だとかそういう全体の小中高一環の教育長も謳って

いる教育指針の中で、その中の認定子ども園の位置付けっていうのをやはり考えていかないと、

建物じゃないんですね。ここはやっぱり保育所を持っている家庭だとか、幼稚園に通わせてい

る親御さんだとかを義務教育の中で、そしてその中で共稼ぎの家庭が学童保育に預ける需用が

あるのかどうか。恐らくそういうところまで全体を見ないと、これだけ見ても本当に教育の根

幹がどうなんだ、学童保育もあるけども、この保育教育という部分も本当に大変なんで見るこ

とも必要だけども、そのソフト的なものも見聞したいなというのは現実あるんで、もし可能で

あればそういう入り口の話をメインに、もし当別町にお願いして聞けるんであれば運営してい

る社会福祉協議会が完全なる民間なのか行政指導で立ち上がっているのか。これ解りますか。 

 

○議会事務局長 

 詳しいところは解らないですが。 

 

○前中委員 

 もともと幼稚園だったところが移行した団体というふうに今のところ捉えて。行政の保育所

も一緒になって運営をお願いしたというやり方で、この認定子ども園は設置された認定こども

園なんですか。 

 

○議会事務局長 

 今回調査した中では公立のところは千歳の方にあったんですが。 

 

○前中委員 

 いやいや。今僕が言っているのは、保育所の公立でもあれば民間保育所っていうのもあるか

らね。 

 

○議会事務局長 

 町のものが合併になっているのかどうかについてはまだ解らないです。 
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○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 見に行くことは良いですけど、今言った部分でハードでなくてソフトのしっかりとした運営

の基本的部分を研修ができる研修内容であればそれは良いと思います。ただ認定こども園の建

物行ってすごいな、子ども何人だってと帰ってくるような研修は必要が無いって、要するに認

定こども園の保育のあり方、それから幼保教育のやり方、幼稚園と保育所所管が全部違うわけ

ですから、どのように合理的にうまく運用しているのか。理屈で解るけど実際運営していくと

問題点は非常に多いという悩みが現実にあるんで、その辺の部分をどういうふうにしているの

かを踏まえてくる研修であるんだとすれば、私はあえて反対する気はないですけど。ただ建物

を見て帰ってくる視察だけはちょっと注意をした方が良いかなと。議会が先走ったようなこと

をしない方が良いかなというふうに。 

 

○勝又委員長 

 ただ僕の捉え方としては、その総務との産業にもどっちにもかかるわけで、幼小中高そうや

って連携に結びついていけるような形のもので、町長も執行方針の中で１度謳ったような部分

もありますからね。その中でそういう部分につながっていけるような形の子ども園というよう

な捉え方で、１つの手法が見て来られればなと思っています。 

 

○池下委員 

 当別町のやつ出ていますけど、認定子ども園になっているのは何年ぐらいですか。 

 

○議会事務局長 

 ３年ほどだったと思います。 

 

○勝又委員長 

 これ中は保育所と幼稚園に分かれているの。一体的な施設。 

 

○前中委員 

 併設型だから。子ども園自体。要するに１号保育・２号保育。 

 

○河口委員 

 議会の中の勉強会をしっかりやっていかないと行っても意味がない。 

 

○勝又委員長 

 認定子ども園自体のメリットそしてデメリットその両方の部分をきちっと垣間見えるよう

な、そういうような視察であれば良いかなと思うんだけどね。 
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○河口委員 

 事前の勉強会を何回か。 

 

○池下委員 

 ７月で時間がないところへ持って来て事務局だって日程調整しなきゃならない。こういうふ

うに意見がいっぱい出てくる。やっぱり時期尚早じゃないかっていうことであれば先送りした

て構わないと。 

 

○河口委員 

 本気で勉強する。１日あれば朝から晩まで。 

 

○前中委員 

 当別町に違う目的でも入るんだし、限られた時間の中で行政の取り組みの方向性も聞くとい

うことであれば良いんでないかな。どこが担当したか。 

 

○加藤副委員長 

 ソフトの部分だけで時間を潰すぐらいの気持ちで。行政によっていろいろまちまちだと思う

んだよね、担当所管が。 

 

○前中委員 

 教育絡みで認定こども園が所管するところの行政もあれば、あくまでも保健福祉保育所とい

う形で保健福祉で所管している認定子ども園の策定している行政もあるから、そこをどう捉え

るかというのは議員としては聞くところだから、これからまだ本町の場合まだ揉んでいないか

ら。 

 

○勝又委員長 

 滝上あたりは中入ったら保育所と幼稚園と分かれるっていう。 

 

○前中委員 

 総務文教じゃないけど教育がらみで。 

 

○加藤副委員長 

そういう意味で建物を見てくるんでなくて、実態の中身をよく勉強してくる研修でないと意

味ありませんよと。特に清里は認定こども園を新築する話ではない。もっと広域的な物の活用

していく考えのもとに、認定子ども園の運用。今言われていた学童保育の問題にしても新しい

ものを建てるなんていう時代でないわけだから。それらを総合的にどうやってこの町に合った

運営方法をしていくかということ、そのための勉強会をしていくんであれば私は良いと思いま

す。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。そういうまとめで。向こうと連絡取ってもらえますか。 

 

○議会事務局長 

 産業福祉常任委員会の討議の内容にもよりますけども、今回この案につきましては取りまと

めた段階ですので、まだ視察先にご了承いただいたのではございませんので、相手方の都合に

よって、この日程では無理ということもございますので、その場合は、その都度各委員長と協

議して視察先を変えていく、内容も変わるところもございますので、御了解いただいた上で、

進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 一応今の協議を踏まえて、委員長、副委員長、相手先のこともありますので協議したいと思

いますので、そういうことでよろしいでしょうかね。他の件につきましてよろしいですか。そ

れでは道内所管事務調査についてを終わりたいと思います。大きな３番次回委員会の開催につ

いて。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会でございますが、５月２６日金曜日を予定していますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会５月２６日金曜日ということでよろしくお願いします。大きな４番その他委員の

皆様方からありませんか。事務局ありませんか。 

 

 

  ●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１０時０２分） 

 


