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第７回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年 ６月 ８日（金） 

    開 会   午前  ９時０３分 

    閉 会   午前 １０時２３分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●企画政策課 

  ①平成３０年度一般会計補正予算（第１号） 

 

●総務課 

  ①ゲッティ社に係る著作権問題について 

  ②平成３０年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

 

 

●生涯学習課 

  ①平成３０年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

   

２．意見書の検討について 

 ①教職員の長時間労働解消に向け、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別 

措置法（給特法）の廃止を含めた見直しを求める意見書について 

②教職員の超勤・多忙化解消・３０人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率

1/2 への復元、子どもの貧困解消など教育予算確保、拡充と就学保障に向けた意見書について 

③地方財政の充実・強化を求める意見書について 

④平成３０年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  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 
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○欠席委員    なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■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主査   半澤  忍 

■まちづくりＧ主任   長屋 智洋 

■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 

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

 ■学校Ｇ総括主査    新輪 誠一    ■社会教育Ｇ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７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 

 連日猛暑が続いて、今日は寒いということで体の方には十分留意いただきたいと思います。

大きな１番、町から協議報告事項について企画政策課１点。平成３０年度一般会計補正予算

第１号について。はい、担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から平成３０年度一般会計補正予算第１号についてご説明いたします。個別

の事業につきましては、担当課より説明がされることと思いますので、私の方からは全体の概

要を御説明いたします。まず１ページをお開きください。 

はじめに歳出の補正内容から御説明申し上げます。まず総務費ですが、会計年度任用職員制

度導入支援事業につきましては、制度の導入に当たり、電気整備等の支援を専門的な業者に委

託するものであり２１６万円を計上いたします。基金積立事業につきましては、平成２９年度

の繰越額の確定に伴いまして減債基金に１億１千１３０万円。財政調整基金に４千７３２万４

千円を積立てるものであり、財源は全額一般財源としております。防災備品購入事業につきま

しては、災害時の浸水被害対策といたしまして排水用ポンプと発電機を追加整備するものであ
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り、９４万２千円を計上いたします。町有林管理事務事業につきましては、森林ＧＩＳシステ

ム機材を更新するものでありまして１２０万円を計上いたします。総合庁舎改修事業につきま

しては、役場庁舎の外壁改修とアスベスト除去を行い、施設の長寿命化と安全性の向上を図る

ものであり改修工事請負費といたしまして、５千５６１万円を計上いたします。地域おこし協

力隊募集採用選考委託事業につきましては地域おこし協力隊員確保のため隊員の募集、採用選

考を行うものでありまして、旅費、委託料、会場借上料を合わせまして２４１万９千円を計上

いたします。子育て支援医療費扶助事業につきましては北海道医療給付事業において診療報酬

の請求方法が変更されることに伴う事務経費といたしまして、２３万円を計上いたします。総

務費の合計は２億２千１１８万５千円でございます。 

続きまして衛生費でございます。重度心身障害者医療費扶助事業、ひとり親家庭等医療費扶

助事業でございますが、どちらも総務費の方でご説明いたしました、子育て支援医療費扶助事

業と同様に北海道医療給付事業の変更に伴う事務経費といたしまして、それぞれ９９万４千円

と１万４千円を計上いたします。衛生費の合計は１００万とんで８千円でございます。 

次に、農林水産業費でございますが、畑作構造転換補助事業につきましては、種子用馬鈴薯

の生産性向上などの取り組みや馬鈴薯、てん菜の省力化機械の導入等に補助を行うもので１千

３５８万４千円を計上いたします。こちらの事業につきましては全額道補助金を財源としてお

ります。 

次に教育費でございますが、光岳小学校閉校事業に２２０万２千円を計上いたします。これ

は光岳小学校の閉校に伴う式典の実施経費、その他閉校に伴う関係経費となっております。小

学校施設維持管理事業につきましては、清里小学校のボイラー煙突修繕といたしまして６３万

円を計上いたします。中学校施設維持管理事業につきましては、清里中学校のボイラー集中管

理パネルの修繕といたしまして６４万８千円を計上いたします。教育費の合計は３４８万円で

ございます。 

歳出の当初予算額５０億３千３００万円に、補正額２億３千９２５万７千円を追加いたしま

して補正後の予算額は５２億７千２２５万７千円となります。 

続きまして歳入をご説明いたします。国庫支出金の社会資本整備総合交付金でございますが、

先ほど歳出で説明いたしました、庁舎改修のアスベスト除去に係る国からの交付金でございま

して３００万円を計上いたします。道支出金につきましては、重度心身障害者医療事務費補助

金として北海道医療給付事業の変更に伴う事務経費に係る道からの補助金が１５万円。また畑

作構造転換事業補助金といたしまして１千３５８万４千円を計上いたします。繰入金につきま

しては庁舎改修の財源とするため公共施設整備基金からの繰入金として５千万円を計上いたし

ます。繰越金につきましては前年度の繰越金として１億７千２５２万３千円を計上いたします。

歳入の当初予算額５０億３千３００万円に補正額２億３千９２５万７千円を追加いたしまして

補正後の予算額は５２億７千２２５万７千円となります。 

続きまして２ページをご覧ください。２ページには、補正予算概要として１００万円以上の

事業における補正内容、財源内訳を掲載しております。所管課により、それぞれの事業につき

まして説明があるものと思いますので、参考にご覧いただきたいと思います。私からの説明は

以上です。 
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○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 続きまして私の方から、企画政策課まちづくりグループの主な補正概要につきまして御説明

を申し上げます。２ページ中ほどをご覧ください。 

地域おこし協力隊募集採用選考委託事業でございます。前回の常任委員会でご説明をさせて

いただきましたとおり、人材紹介型での採用を行っていきたいと思います。経費といたしまし

ては各社聞き取りの結果、面接会場借上料が若干上がった以外は、変更なく東京札幌で面接を

行うための旅費、４０万５千円。成功報酬型委託料として２名で１９０万６千円。東京札幌で

の面接会場借り上げ料１０万８千円。合計で２４１万９千円となっております。以上で説明を

終わります。 

 

○勝又委員長 

 只今、平成３０年度一般会計補正予算、第１号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。全般を通して企画政策課ありませんか。課長。 

 

○企画政策課長 

 すみません、その他事項で若干報告をさせていただきたいというふうに思います。まず美し

い村連合の総会が来る７月の５日鶴居村で全国総会が行われる運びとなりました。委員各位の

皆様方におかれましても、大変お忙しい所ではありますが御案内をさせていただきまして、出

席いただける可能な方、何名かいただけるということでご報告を受けているところでございま

す。どうぞよろしくお願いしたいと思います。なお、この皆様方が参加していただける講演会

ならびに交流会。それと分科会というものがありますので後ほど事務局長の方からご紹介があ

るかなというふうに思いますので、その報告も合わせてよろしくお願いしたいというふうに思

います。 

それからもう１点、商工会ファミリーカードの関係でございます。この関係につきましては、

前回の常任委員会におきましてポイントカードシステムがシステムダウンしたと。それでファ

ミリーカードそのものが７月一杯を持って完全に使えなくなるということで、その間今まで使

っていたファミリーカード並びポイントそしてプリペイド分と言うんですか、それを交換して

くださいということで商工会さんの方でプリペイド分とかポイント合わせた分を交換している

最中であります。 

その中に町が補助金として交付している分がございます。それがこの緑のカードです。普通、

町民皆さんがお使いになられているのはこの赤いカード。それから商品券として一般の贈答用

として使われているのは、この青いカード。そして町は補助金として一部清里商品券で発行で

きますよというものをこの券を使って、このプリペイドを使って発行しているわけであります。

例えば入学支度金であったり出産祝い金であったり、移住定住の補助金だったりいろんな部分

がこれで使われているわけでありますけども、これについても同じプリペイドでありますから、

交換をして下さいという御案内をしているわけでありますけども、平成２４年からこの制度を

やっている部分でありますので、もしかしたらまだ完全に切りかえてない方がいらっしゃる事
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が予測されるという事もありますので、商工会の事業でありますけども、町としてもこの補助

金をプリペイドで出している分もありますので、今後町としても広報だとかチラシだとか、そ

ういった部分を通じて、この券をお持ちで残高がある方いらっしゃいませんかという事で、御

案内をして周知していきたいというのが１点。 

それから今後の対応でございますけども、今まで例えば何十万円までは商品券で出しますよ

と。全額商品券で出しますよと。そういう規定がある補助金がございます。それにつきまして

はこのプリペイド分はこのシステムと同様に連動した形でやっている部分がありますので、こ

れをすぐ商品券と切り替えるということは、なかなかいろんな状況があって難しいという部分

でありますので、当面の間はやむを得ず現金で支給していくというような形で整理をさせてい

ただきたいというふうに思いますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口さん。 

 

○河口委員 

 今の中の行政側が出している部分の未回収って金額いくらになるの。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今まさに、ちょうど切り替えを商工会さんの方でしている。青いカード赤いカード含めてし

ている最中でありますので、今のところまだ金額は商工会さんから現段階の金額は聞いており

ませんけども、まさしく今切り替えをしていただいている最中です。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口さん。 

 

○河口委員 

 その金額がはっきりしていないというのは本当はおかしいかなという気がするんです。従来

これは普通のポイントだとか一般のプリペイドだとかっていうのは個人の部分になりますから

あれだけど。公金で使われている、行政が発行している部分の金額の回収だとかは本当ははっ

きりしていなきゃいけないんじゃないのかなという気はするんですけども。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 要は、補助金について、まず商工会の現金ではなくて、券で発行するという形で、これにつ
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いては商工会さんの方でお願いをして、商工会さんの中で券として全て回している部分があり

ますので、全く現金からこの券に移ったという部分の中で、流通しているというふうに町の方

でも理解しています。ただし町は、券とは言えども補助金で１回出してそれが券になったとい

う部分の、この最初の部分の責任はあるのかなというふうに思いますので、やはりそういう周

知を行政として周知をするのは責務かなというふうに思いますので、それはやらさせていただ

いて、しっかりと周知をかけて行きたいというふうに思います。ただ券になっている分の今の

残高がどれだけあるかというのは、最終的にどれぐらいの状況かというのは、商工会事務局の

方からお伺いをしていきたいというふうには思いますけども、今どれだけ券が使用していたか

っていうのは、つぶさに商工会とやりとりをするところまでは、そこまで常にやらなくてもい

いのかなというふうには事務局では理解しています。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今の回答については少し納得できない部分がある。行政が執行しましたよという部分につい

ては何でやったのというと、やはり経済の循環ということがやはり大事なことなんだろうと思

います。それが使われる・使われないじゃなくて、何かを買い物しない限りは循環しないわけ

ですけども、町はそれが循環して欲しいがために出している。だからそれはある程度の期間中

で使っていただくという事が重要な事なんです。使ってもらうことが大事だけれども、それに

ついては使ってもらっているのか使ってもらえないかは券を発行した時点で解らなくなってい

ますってことだと、僕はちょっと違うかなと。この辺はこれからも出てくる中で、必ずそれは

経済の循環をしてもらうんだという立場でやらないと意味がないのかなと思いますし、いくら

残っているというのは、発行してしまえば行政はもう財源出しましたで終わるんでしょうけど

も、それが使われて初めて効果が出るということなので、その辺はやはりきちっと検証が必要

かなと思っています。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 すいません。私の方も答弁がわかりづらかったかなというふうに思うんですけれども、要は

商品券でありますから、我々も商品券をいただいたら基本的な商品券は使い切ると。使ってい

ただくという部分が前提かなというふうに思います。ですから商品券を渡されたら、それを現

金みたいにタンスのところにしまってあるのではなくて、基本的に商品券、これについては残

念ながらちょっと期限がないので、そういう御質問かなと思いますけれど、基本的に商品券と

いうのは期日があるものですから、商品券を渡すと基本的には全部使ってもらえるという部分

がありますし、このカードについても基本的には清里商品券でありますから、基本的には使い

切ってもらえるんだと思ってお配りをしております。 

ただし今回こういうトラブルになって、７月にいっぱいということで、急いで買い物もでき
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なくなって忘れているとか、タンスの中に間違ってしまいこんでいるというような部分があれ

ば、それはまた券に引き換えとして変えてくれるわけですから、また町の商店街が全部使い切

るという前提になっていくのかなというふうに思いますので、まさしく、私たちがやろうとし

ているのは、配った商品券をすべて使い切ってくださいということの意味合いですので、出し

た補助金について。その分の商品券分については使い切れるもんだというふうに思っています。

それで最終的にそれでも残念ながら暖房費とか高齢の方が大分前に出したとか、そういう方が

もしかしてお亡くなりになったとか。いろんな事情でどうしても使い切れない部分が出てくる

かもしれない。そういった部分は最終的に確認をしていって、商工会さんとも今後の対応につ

いては協議をしていかなければならな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。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 その辺が一番大事な部分になるのかなと思いますんで、次のポイントカードは、より詳細な

データが揃うというふうにして行く。商工会も実際はどのぐらい発行されて、それがどのぐら

い回収されているかということが、やっぱりきちんと把握すべきことなんだろうと思いますけ

ども、一括して入っちゃっている金額で、それを細かく分析はされていませんということにな

っているんだろうと思います。ただ個人のポイントだとか個人のプリペイドは使う・使わない

は自由でしょうけれども、行政側の部分についてはやはり、かならず使ってもらう。プラスア

ルファで使ってもらいたいという意向で発行されていると思いますのでね。まずこれはこれか

らも発行する時点で使ってもらえることを前提の上、やっぱり広報が必要なのかなと思います。

以上です。 

 

○勝又委員長 

 他、はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 基本的に町は商品券で商工会がカードで出している時点で第一段が終わってしまっているだ

ろうし、今の課長の答弁だろうと思うんです。次に商工会側として、町から出した補助金のカ

ードにおける金額と使用された金額という把握が本当に出来ているのかというのが１点確認を

したい部分。 

もう１つは今回７月の時点で終了ですよと。こういう中で次のステップの時期。どういうス

ケジュール状態になっているのか。これで今課長の答弁の中に、とりあえずいろんな問題点が

あるので現金支給という方法でいきますと、やむを得ずとこうなっているわけですが、それが

いつまでどういう形でとなると、このシステムが確立するまでの間という形になっちゃうわけ

ですが、それがいつまでどういう状態なのかっていう部分と。 

商工会って言いながら、本当にどういうシステムとどういう環境で、このカードの効果がど

ういうふうにあったのかということを検証して行かなければ、当然のように町が今後大きく関

与していかざるを得ない。あるいは助成をして行かなければならない部分だというふうに思い
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ますので、本当にこの商工会のことも大切ですし、消費者のことも大切ですし、トータルで将

来に渡って本当に持続可能な結果として投資して補助して５年先に不安になることがないよう

な、きちんとしたシステム構築ができるのかどうなのか。ぜひその検証をしていただきたいな

と。この辺例えば町内だけでやっていけるのかどうなのか。全道的、管内的にはいろんな方法

はないのかどうなのか。基本的に町外の人が清里へ来たときに使ってもらって結果的に他で貯

めた町のポイントを清里で落としてもらえるようなシステムカードの使い方や方法はないの

か。ある意味ではその逆もありますけども。いろんな角度の中から何だかんだ町内だけでその

ことをクリアすることだけがベターなのかどうなのか。この事業展開の取り組みに当たっては、

十分検討を重ねていただきたいなとこのように思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず副委員長おっしゃられた、いつまで現金化にするかという部分でございますけども、こ

れについては、次の御質問の部分も関わってくるわけですけども、次の段階のポイントカード

システムと言いますか。そういった部分をポイントカード委員会。商工会さんの中にあるポイ

ントカード委員会の中で、いろいろと議論をされているところでありますし、我々もそういっ

た状況を参加させていただいて、いろんな近隣のシステムがこういう状況ですとかという部分

を見させていただいている部分があります。 

そういった部分を含めながら、ポイントカード委員会の中でも議論を重ねているところであ

りますし、今申し上げましたとおり、我々もオブザーバーではありませんが、会議を傍聴させ

ていただいているところでございます。そういった中で我々、商工会の事務局さんにも常に申

し上げているのは、やはり今までのシステムそのものが副委員長おっしゃられるように、どう

だったのか。しっかりと検証した上で次の段階に進むことが一番大切なベースになるところで

はないかということは申し上げているところでありますから、そこをしっかりと踏まえつつ、

次のシステムにどう移行していくのか。本当にそのシステムが必要かどうかというような部分

も含めて必ずしもポイントカードシステムに移行しなければならないかどうか。その根本的な

議論も含めて必要であれば、より良いシステムにしていくということはもちろんでありますの

で、いろんなシステム会社でやっている会社のプレゼンテーションをしたり、そういった議論

をしている様子を、我々も今傍聴させていただいているというような状況でございますので、

ご理解を賜りたいというふうに思います。 

１点ちょっと御報告、すいません。伝え忘れしている部分もありますけれども、そういった

部分で、それぞれ補助金がいくつか出している部分の要綱によっては、カードだけで支給する

という要綱もありますし、カードで支給することもできるというような部分もありますし、何

十万円まではカード、それ以外は現金という部分がございますので、カードのみで支給すると

いうような要綱についてはカードでも支給することができる規定に一部改正をさせていただき

たいというふうに思います。それも一言つけ加えさせて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 

 よろしいですか。 

 

○加藤副委員長 

 商工会が町が出した分の確認できるのかどうか、一番最初に聞いた部分。 

 

○企画政策課長 

 それは出来ます。どれだけ券として発行している分が、例えば何千万あって最終的に使用し

ていないのか。券と交換していないのか。最終的に残高として商工会にこの緑分の残高として

いくら残っているのかというのはシステム上現金として把握することが出来ます。 

 

○加藤副委員長 

 細かい話。その解るという表現の中に番号等が多分ついていると思うんですが、誰に発効し

たかは町が逆に確認ができて、例えばそれが５年も１０年の前のその交付カードが残っている

のか。近々の１、２年の部分が残っているのかという、その辺の把握まで確認をしているとい

うふうに理解していいのかどうなのか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 商工会さんに確認したところ、要は誰々さんが、例えばこれだけ残っているとかっていうこ

とはわからないということなんです。うちも出納の方から年度ごとでいくら出しているかとい

うことは当然わかります。ただ誰が残っているかということはわからなくて。ですから年度ス

タートしてから、最近のこの券での交付金というんですか。その部分の総額は当然わかります

し年度毎もわかります。どれだけ余っているか残っているかという残高もわかります。ただ誰

がどれだけ残っているかというのはちょっとわからないという事でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 ざっくりでいいですから、交付の何割、現時点で残っているのか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 今その残高が、先ほど河口委員が言われたように、残高についてまだ把握をしておりません。 
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ただ金額については、２９年度ベースで１千万ちょっとぐらい商品券でお渡しをしているとい

うことでございます。 

 

○加藤副委員長 

 いや、お渡しして実際に何割ぐらい使われているのかという。１番大切なのはそこなの。何

割ぐらい残っているのかと。使われていないものがあるとすれば。 

 

○企画政策課長 

 そこで今まさに切り替え始めているところでありますんで、近々聞いていきたいと思ってい

ます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 １つの参考意見として、ポイントカードを新規にこれからシステムを入れていくだろうと思

いますけども、その中で先ほど言われました、７月いっぱいでやる。僕はこれ凄い良いチャン

スなんだろうと思うんですよね。過去のカードから新しいカードに切り替わる。せっかくのチ

ャンスは過去ときちんと分けて、新しくスタートされた方が恐らく良いんだろうと思いますの

で、それも行政側がどうやって考えられているかは別として、一番問題は税務上の問題がある

んだと思います。きちんとリセットして次から始まる工夫も１つかなと思います。そういう意

見もあるというだけちょっと参考にしておいていただければ。 

細かくわからないのに、次のポイントカード事業部の金額だけを計上していくというのはち

ょっと。せっかくのチャンスですから、これをリセットした方が良いかなという意見もあると

いうのは、お伝えしておきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員の御意見も十分に参考にさせていただきたいというふうに思いますけども、いずれ

にしても、このポイントカードシステムについては当然のことながら、商工会さんが中心とな

ってやっていただいていることでありますし、商工会そのものも当然のことながら一部の方だ

けではなくて、商工会全体としてそういった機運になっていただかないと、町としても、なか

なか支援という部分が見えてこないのかなという部分もありますし、商工会のポイントカード

とはいえ、今のポイントカードについては生活カード、まちづくりカードみたいな。そういっ

た側面も他の町では多く取り入れられている部分もございますので、そういった部分について

は当然のことながら、町としても研究をしながら、せっかく作るカードを住民が本当に使いや

すく、町の商店というか個店のお店にも還元できるような副委員長もおっしゃられたようなこ

とも含めて、大きな視点の中で行政も商工会も住民の方々も有意義なカードにしていかなけれ
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ばならないというふうに思っておりますのでご理解を賜りたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 今課長の答弁の中で、本当にこのカードはこれからの人口減の小さな町にとって大きなコミ

ュニティーツールの道具の一つなんだろうと思いますので、ぜひその辺、大いに行政が絡んで

いただいて。本当に中心になっていただいて進んでいただければと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

○勝又委員長 

 他ありますか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ７月いっぱいで商工会が出してはいるんですけど、例えばわからないで手続しない人も絶対

後でいると思うんですよ。それがどの位の金額のものがあるかはわからないけれども、新しく

違うシステムに変わってからでもあるかもしれない。そういうときにやっぱり河口さんの言う

ように地域の中心となって、これが使われていくってことを考えたら、今までやってきたこと

が無駄にならないようにね。例えば取りかえる事を忘れたという人も何人かいると思う。そこ

ら辺も手厚くやっぱり面倒見てあげて欲しいなと。それは私の方から要望したいなと思います

けれども。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 冒頭商工会さんの方で発行している、赤券・青券については７月いっぱいをもってという事

がありますので、それについてもさらに当然のことながら、町のこのカードについては、緑の

カードについては当然のことながら補助金をカードにしてもらったというような部分もありま

すので、これについては、今池下委員おっしゃられたようになるだけ柔軟に対応するように町

としてはしていきたいなというふうに思っております。 

７月いっぱいまでに期限は切れますけども、先ほど何人かの方々からその残高の部分ありま

すけども相当額残る可能性もあるわけですから、そういった部分についても７月以降について

もある程度どこまでの期間という部分ありますけども、ある程度の期間については柔軟にでき

るように行っていきたいというふうに思いますし、必要に応じてそういった部分。常任委員会

等でも報告をさせていただ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。はい、池下委員。 
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○池下委員 

 町から出している緑補助金だけに限らず。個人で持っている部分に関しても町が商工会にや

っぱり色々な部分で補助金出しているんであれば、商工会に対しても、そういった個人で持っ

ている部分に関してもいつまでもということではなくて、７月いっぱいじゃなくて一定程度ま

でやっぱり面倒見てあげてほしいなというふうに思いますよ。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 まず緑券に限らず、いわゆる今までポイントカードで発行した、赤券・青券についても、そ

ういった御意見もあるということも商工会さんの方にしっかり伝えたいと。できるだけ柔軟に

対応できるようにしていきたいな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。あの、ちょっと僕からもなんですけれども。今回のトラブル部分の中で各

店屋さんは同時に色んな対応をしたと思うんですよね、使えないわけですから。その分を割引

いたり、何だりという事を値段の中でね。ただ、そういう部分についての緊急的なマニュアル

とかそういうものは何も整備されていないんですよね。そこら辺も含めて、新しいシステムの

導入を含めて、そういうことも十分考えて取り組んでいってもらいたいぐらいのことは指導し

てもいいんじゃないかなと思いますけどね。そのことを伝えたい。 

他ありませんか。無いようですので、以上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 

 続きまして総務課２点ございます。①番、ゲッティー社に関わる著作権問題について。はい、

課長。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課の協議案件事項２件につきましてご説明をいたします。１つ目のゲッティ

ー社に係ります著作権問題につきましては、去る４月の１１日の議員協議会にてご報告をさせ

ていただきました、清里町に著作権のある写真と誤認して写真を無断使用してしまった案件で

ございます。その後の処理につきまして御説明をいたします。 

２つ目の補正案件につきましては、平成３２年４月に施行されます会計年度任用職員制度の

導入支援制度事業、防災備品の追加整備事業、総合庁舎のアスベスト除去を含みます外壁改修

工事。以上３件の補正計上を協議させていただくものでございます。 

なお会計年度任用職員制度につきましては、制度の内容等につきましてもあわせて説明をさ

せていただきます。それではゲッティー関係につきましては、私から、それから補正関係につ

きましては、担当より説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 
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１件目のゲッティー社に係る著作権問題でございます。事案の１ページをご覧いただきたい

というふうに思います。事件の概要、議員協議会でも説明等をさせていただいておりますが、

ゲッティー・イメージ・セールスジャパン合同会社に著作権、版権のあります写真データを清

里町の所有物と御認識して、株式会社北海道日立システムさんに提供。日立においてはウエブ

サイトに掲載ということでそのことによりまして、ゲッティー社の著作権を侵害、写真の無断

使用をしたものでございます。４月１１日の議員協議会の折にも報告させていただいておりま

すが、北海道町村会のホーム相談室を通しまして担当弁護士に当事案につきまして御相談した

ところ、著作権の侵害にあたる事案である旨の回答。その後のゲッティー社からの提案ありま

した和解案、和解金額８万５千５３６円の支払いにつきましても、再度弁護士に相談したとこ

ろ妥当とされる旨の見解が示されましたので、協議検討し、和解金を支払う方向で対応してま

いりたいと。ここまで４月１１日の議員協議会で説明をさせていただいたところでございます。 

その後の経過でございますが、和解書案の条項ですとか調整については、弁護士にも内容確

認をしていただきまして、１ページの２にあります事件の処理内容に記載しております通り、

ゲッティー社との間におきまして、８万５千５３６円を支払うことで和解が６月１日付けで成

立いたしましたので、地方自治法の規定によりまして専決処分をさせていただき、３に記載し

ておりますが、今後の予定のとおり６月議会におきまして、専決処分の報告をするものでござ

います。また記載しておりませんが、その他の和解内容としまして、今回の和解の履行により

まして、本件画像に関する債権債務が他に存在しないことで相互に確認するということをして

いるところでございます。 

なお、今回の著作権の問題、また昨年もボクササイズの商標権の関係等知的財産権と言いま

すか、それについて十分に、気をつけなければならないということを改めて認識・反省したと

ころでございます。特に現在はインターネットですとか、検索サイトによりまして写真とかイ

ラストを手軽にまた簡単に入手できまして、不用意に著作権を侵害してしまう可能性がある事

から著作権の確認ですとか徹底し、著作権のない画像等は絶対使用しない。本当に必要なもの

は著作権など、最新の注意を払うよう会議等でも説明をし、全職員の周知を行ったところでご

ざいます。 

以上でゲッティー社に係る著作権問題についての説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、①番ゲッティー社に関わる著作権問題についての説明がございました。委員の皆様

方から。 

はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 １つ確認したいんですけども。ゲッティー社に解決金８万５千円いくらを払うという事は理

解できたんですけれども、日立システム側にとっても、その例えばウエブに載せたものを削除

するですとか、それに係る経費ですとか、あとそれに係る損害と言うか、そういうものは日立

システム側には存在しなんですか。 
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○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今言われました、実際にはうちの町が、日立システムに提供してウエブサイトに掲載したと

いうことで、日立さんにつきましては、すぐゲッティー社から問い合わせがあった時点で削除

等をしていただいているところでございますし、その後、本町と日立との間におきましても内

容等いろいろ確認をさせていただきまして、日立におきましては本町に著作権がある写真を確

認した上で、日立の方はウエブサイトに掲載しているということで、日立についてはうちの弁

護士も相談したんですけれども、清里町がこの金額をゲッティー社に支払うということが妥当

だというような見解をいただいているところになります。日立と本町におきましては、先ほど

言った削除の経費ですとか、そういうものについてはかからない旨をきちんと整理をさせてい

ただいておりますし、日立におきましても今後この件につきましては、なんら債権債務が存在

しないことを確認しているところでございます。 

 

○堀川委員 

 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。それでは無いようですので、②番の平成３０

年度一般会計補正予算総務課所管分について。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは平成３０年度一般会計補正予算について御説明をいたします。私の方から管財グル

ープ所管分について説明をさせていただきます。まず２ページをお開きください。 

まずは歳入からご説明申し上げます。１３款国庫支出金、４項国庫交付金。１目総務費国庫

交付金、事業名、社会資本整備総合交付金です。この交付金については後ほど歳出の方で説明

いたします総合庁舎管理費等改修工事にて行います。アスベスト除去に対する交付金で補助対

象経費９００万円の３分の１であります、３００万円を計上するものです。 

続きまして歳出を御説明申し上げます。表の２段目をご覧ください。２款総務費、２項総務

管理費、７目防災対策費の防災備品購入事業について。これにつきましては豪雨や湧水等によ

る浸水被害対策として排水用ポンプと発電機を追加整備し、災害に対する早期の対応を図るも

のです。内訳としましては水中ポンプ６台、発電機２台とドラムコードなど関連する備品一式

で９４万２千円を計上いたします。財源は一般財源となります。 

続きまして、表の３段目をご覧ください。２款総務費、２項総務管理費、９目総合庁舎管理

費の総合庁舎改修事業につきましては、総合庁舎の外壁改修とアスベストの除去を行い、施設

の長寿命化と安全性の向上を図るもので、総合庁舎外壁等改修工事請負費として５千５６１万
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円を計上いたします。財源につきましては、アスベスト除去に対する交付金として国庫支出金

で３００万円。その他なんですが、公共施設整備基金からの繰入金として５千万円。一般財源

から２６１万円となります。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 続きまして私の方から総務グループ関連についてご説明いたします。歳出１番上の段、２款

総務費、１項総務管理費、１目一般管理費会計年度任用職員制度導入支援事業。こちらの内容

といたしまして、平成３２年４月より施行されます、会計年度任用職員制度につきまして既存

の臨時非常勤職員から会計年度任用職員に移行するに当たり、運用方針の決定、現行例規にお

ける影響調査、会計年度任用職員制度の例規制定について専門的な業者に業務を委託するもの

であります。なお会計年度任用職員制度につきましては、後ほど資料によりまして説明させて

いただきます。 

事業費の内訳につきまして、会計年度任用職員制度導入支援業務委託料として２１６万円を

全額、一般財源において計上するものであります。 

それでは３ページ目をお開きください。会計年度任用職員制度の概要及び導入の経緯につい

てご説明いたします。まず地方公務員における臨時非常勤職員の現状と課題ですが、これはあ

くまで全国的なものとして認識されているというものであります。１つ目として厳しい地方財

政の状況が継続する中、多様化する行政需要に対応するため地方公務員における臨時非常勤職

員数が増加している現状。平成１７年度４５.６万人でありましたが、平成２８年度には６４．

３万人と年々増加しております。２つ目として、地方公共団体によっては法の趣旨に沿わない

任用が行われており、処遇上の課題があります。任用上の課題として通常の事務職員も特別職

として任用されているケースや、採用方法等が明確に定められていないために、一般職非常勤

職員としての任用が進まない現状があり、また処遇上の課題として労働者性の高い非常勤職員

に期末手当の支給ができないという法的な課題がありました。そして３つ目として、民間企業

における同一労働、同一賃金に向けた検討。働き方改革実行計画に基づく法整備があります。

以上のような現状と課題を受けまして、地方公務員法及び地方自治法の一部改正が行われ、平

成２９年５月１７日に公布されております。一定の準備期間を置きまして平成３２年４月から

施行されることになります。 

この改正の大きな目玉として、会計年度任用職員制度の創設があります。１つ目として地方

公務員法の一部改正があります。従前の課題でありました、適正な任用等の確保を図るもので

す。（１）として特別職の任用及び臨時的任用の厳格化を図るため、１つに特別職の範囲を専

門的な知識経験等に基づき助言、調査等を行うものに厳格化。２つ目に、臨時的任用を常勤職

員に欠員を生じた場合と明確に限定することとし、そして（２）として一般職の非常勤職員の

任用等に関する制度の明確化を図るため、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員に関す

る規定を新たに設け、その採用方法や任期等を明確化したものであります。２つ目として、地

方自治法の一部改正があり、これは新たな会計年度任用職員について期末手当の支給が可能と

なるよう、給付に関する規定を整備するものとなっております。 
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続きまして４ページ目をご覧ください。会計年度任用職員制度以下新制度と言います。新制

度導入に向けた作業概要及びスケジュールを記載してございます。１の作業概要として大きく

３つございます。１つ目は既存の臨時非常勤職員の職務内容や職務体系、給与体系などの実態

の把握。２つ目は、会計年度任用職員における給与水準などの制度設計、確定ですがこれは現

在雇用している臨時非常勤職員における水準や同一労働同一賃金の観点から考えていく必要が

あると考えております。３つ目は、新制度導入に伴う条例の制定改廃です。会計年度任用職員

の給与や勤務時間等の条例の制定や分限や懲戒処分に関する規定など、改正が必要なものとし

て想定しております。２のスケジュールについて現在想定しているスケジュールを記載してご

ざいます。６月いっぱいまでの部分で現行の臨時非常勤職員の勤務実態把握。７月から８月に

かけて新制度に係る研修説明会の実施、新制度に該当する職の整備確定。９月から１０月にか

けて新制度の整備。１１月から１２月にかけて職員労働組合との協議。現行臨時非常勤職員に

対する新制度の説明。翌１月から３月にかけては新規制定条例の作成、既存例規の改廃作業。

平成３１年６月の定例会において条例案として提案する予定であります。なお、今回補正予算

として計上いたしました、会計年度任用職員制度導入支援事業について、スケジュールで記載

の新制度導入に係る、研修説明会の実施。新制度の設計、整備に関する業務。新規条例の制定、

改廃に係る業務等について専門的なノウハウを持った業者に支援を依頼するものでございま

す。以上で総務課所管の補正予算について説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の一般会計補正予算の関係でございますが、改定年度につきまして今詳細等説明しました

が、なかなか複雑な制度でございまして、今後これについて支援をいただきながら進めていき

たいというふうに思っております。 

総合庁舎の関係でございますが、前回の委員会のときにも、お話をさせていただきましたけ

れども今回は３０年度の事業ということで３１年度以降の工事事業としまして、煙突部分のア

スベストの除去ですとか消防部分の外壁等の改修、またシャワー室等の改修につきまして、先

に話した通り今年度中に検討を行っていきたいと考えております。特に消防庁舎の部分でござ

いますけども、老朽化に加えましてデジタル無線の整備ですとか、資器材や車両の大型化。職

員対応の業務環境の改善等を図るため、外壁のみならず消防庁舎全体の改修の検討の必要性を

感じておりまして、早めに方向性を出していきたいと思っております。今後委員会にも協議を

させていただきたいというふうに思います。 

それから防災備品の関係でございます。水中ポンプの追加の関係でございますが、近年では

一昨年の台風ですとか、今年３月の大雨融雪災害の折にも使用しているところでございまして、

町で備蓄しております水中ポンプは今現在６台でございます。その６台では、３月のときには

足りないということで、建設業協会の方から借りまして対応したところでございます。たしか

４月だったかその前だったが、常任委員会で伊藤議員の方から、３月のときにこの水中ポンプ

の台数は足りたのかという質問があったというふうに記憶しておりまして、建設協会から貸与

で対応することができた旨の答弁をさせていただいたというふうに記憶してございます。ただ
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町の備蓄も清里だけではなくて、備蓄をしております水中ポンプを運んだり、建設業界の清里

だけではなくて札弦の業者の方から、こちらの方に運んだりまた業者でも使用する場合もあり

まして、そうようなことを含め用意もなければ対応できないということもありまして、今回必

要台数を整備していきたいということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

 

○勝又委員長 

 ただ今平成３０年度一般会計補正予算、総務課の所管分についての説明がございました。委

員の皆様方から質問、意見等受け賜りたいと思います。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 任用制度導入についてお聞きしたいのですが、臨時職員の人数について、私３月の定例議会

の時にちらっと聞いたんですが、今その資料を自分で持って来ておりませんので、もう一度聞

きたいと思うのですが、現段階で臨時職員毎年のように使っている常勤と言うんですか。臨時

職員というのは、どのぐらい数がいるのか。この３２年４月から施行することによって、その

人たちの現行の給料と施行されてからの給与はどの程度変わるのか。その辺がちょっとお聞き

たいと思うんですが。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 現在、臨時職員の人数ということで、まず平成２９年度の部分でいきますと、７３名となっ

ています。常勤フルタイムですけれども、２９名。パートタイムが４４名というような内訳で

ございます。３０年度の部分では若干減ってございまして、地域おこし協力隊ですとか、そう

いった部分がなくなったというような部分もありますけれども、６７名。うち常勤が２４名。

パートが４３名というような内訳になってございます。 

それとどの位給与が変わるのかというようなことでございます。一応２９年の実績としまし

てこの臨時職員にいくらぐらい給与が支払われているのかというところで、掴みでございます

けど、７千万ぐらい。２９年の実績がございます。今後この給与についてどの程度、現行を維

持していくのか。これから同一労働同一賃金の観点で設計していきますので、これはいくらく

らい上がるのか、そして財源はどうするのかというのは、これから考えていくということにな

ろうかなと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ここに３２年４月からということで、その上の問題で、今まで出していないとかっていう部

分に関しても、３２年からそういう部分に関してもやっぱり変わっていくのかなというふうに
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思うと、当然金額が増えるわけであって、そこら辺の財源はどういうふうにするのかという問

題もありますけども、こうやって人数が増えていったり減ったりというのは毎年臨時職員の方

は違うのかなというのは思うんですが、そういうことによって、町民の生活向上が上回るので

あれば、それをそれで良いのかなというふうに思うんですが、正規職員とは必ずしも一緒には

ならないのかなというふうには思いますけども、給与の体系ばかりでなく、やっぱり有給の問

題とかいろんな問題が絡んでくると思いますので、そこら辺は移行していく上で十分論議して

いければいいかなというふうに思います。しっかりとやっていいただきたいなというふうに思

います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の池下委員からの御意見等確認しながら今後進めていきたいと思います。うちの町の一部、

資格職の部分については期末手当、支給している部分もございますが、総体的に今言ったとお

り、同一労働同一賃金の観点もありますので、本当に臨時職員でいいのか、正職員にしなけれ

ばならないのか、またアウトソーシング、民間委託なり指定管理等も含めて、総合的にやはり

考えて行かなければならない問題かなというふうに思っておりますし、後段言われました、有

給、お休みの関係も含む規定の関係もきちんと整理しながら、この制度、目標に向かって進ん

でいきたい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 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 全体的に臨時職員と言っても、ピンからキリあると思いますが、資格を持っていないと出来

ない臨時職員というのは毎年、常勤のようにいるんですよ。これは私、何年も前から町長に対

しても一般質問の中でも言ってきましたけれども、そういった資格職を持っていないとできな

い方に関しては、本来は正規職員で対応すべきかなというふうに思いますけれども、なかなか

現実はそういうふうになっていないのは今の状況でありますので極力そういう部分。特に言え

ば保育所なんかは、やはり正規職員にしていくべきかなと私は思っていますので。できるだけ

そういうふうに持って行けるようにして行って欲しいなというのは私の希望であります。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 御質問ご意見でございますが、なかなか臨時職員の資格の方を正職と、すぐにはいかないよ

うな関係もございますが、総体的に臨時職の関係でこの会計年度任用職員制度の導入がござい

ますので、本当に色んな多角的に検討を進めて行きたいと思っているところでございます。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。ありませんか。それでは総務課全体を通してありませんか。

課長。 

 

○総務課長 

 議案にはございませんが、１点お知らせさせていただきたい案件がございます。土地の関係

でございます。町民会館の前の土地。一部緑地駐車場になっている土地につきましては札幌市

に在住しております、石川さんという方の所有の土地でありまして、平成１２年から無償で土

地の貸与契約を結んで使用させていただいております。今般高齢で体調もここ最近崩されまし

て、財産を整理していきたいというようなことで、土地につきましても、売却をしたい買って

くれないかという意向の申し出がございました。町としても、今の現状等を考えまして、購入

の方向で進めてまいりたいというふうに考えているところでございますが、今後交渉に入って

いきたいということを今日お伝えをして、またその後色々詳細詳しくなった段階でまた協議を

させていただきたいというふうに思います。 

斜里に弟さんがおられます。その弟さんが交渉の窓口になっていただいておりますので、弟

さんと今後協議をさせていただきたいというふうに思っております。もともと駐車場になって

いる以外も、昔奥戸さんとかがあった所も全部石川さんのところで、まだここだけではなくて、

聞いたら江南の方にもあったり、いろんなところに持っていられるというのは、こないだ来て

言っていたんですけれども。 

 

○池下委員 

 両方で何坪ぐらい。 

 

○総務課長 

 面積言うの、忘れていました。１千８５０平米、５６０坪です。 

 

○勝又委員長 

 はい、今課長からは町民会館の一部駐車場と緑地の方から話がありました。あと、他会員さ

んの方からありますか。ありませんか。なければ以上で総務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 

 それでは生涯学習課平成３０年度一般会計補正予算所管分について。はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課６月定例会に提案申し上げます、補正予算第１号について御説明を申し

上げます。それと本日その他の案件で２点ほど御報告とさせていただきたいと思います。では

補正予算について担当より、御説明いたします。 
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○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは生涯学習課、補正予算協議事項３点につきまして御説明いたします。生涯学習課の

補正予算概要資料をご覧ください。 

まず初めに、予算科目、教育費、小学校費学校管理費の光岳小学校閉校事業です。事業内容

にありますとおり、本年度末で閉校となる光岳小学校の閉校式典に係る実施経費や閉校事業協

賛会で作成を予定している記念誌への補助金。閉校に伴って年度内に処理すべき業務、物品等

の整理を行うための内容となっております。詳細の１つ目としまして、式典の実施に係る経費

でありますが式典のしおりの印刷代。式典の案内にかかる郵便代などといたしまして４５万４

千円を計上しております。２つ目としましては、光岳小学校閉校事業協賛会で作成を予定して

いる記念誌に対する補助でありますが、これまでの閉校学校と同様に印刷経費の２分の 1。上

限１００万円としまして予算計上は上限の１００万円で積算をしております。３つ目としまし

ても、これまでの小学校の閉校と同様に光岳小学校における保存書類用の保管金庫。またタブ

レット端末の保管庫など運送会社で移設搬入するための経費。またタブレット端末など移設し

た先で使えるように設定する作業手数料。その他学校で保管していた医薬品の処分費用。そし

て統合先の学校へ教材、備品など運搬するための自動車借上料。これらを積算しまして７４万

８千円を計上しております。それぞれ合計した総額が２２０万２千円となりまして財源はすべ

て一般財源となります。 

続きまして、表の二段目、予算科目教育費、小学校費、学校管理費の小学校施設維持管理事

業でありますが清里小学校のボイラー、煙突この最上部に設置している陣笠が経年劣化により

まして、土台部分と接続部分は破損いたしまして、３月の強風で小学校裏側の２階バルコニー

に落下しているという状況でございます。煙突上部の補修と陣笠など修繕工事が必要となりま

したので、この修繕経費としまして合計６３万円を計上しております。財源はすべて一般財源

です。 

続きまして表の３段目。予算科目、教育費、中学校費、学校管理費の中学校施設維持管理事

業でありますが、清里中学校の暖房用ボイラーを集中管理しているパネル機械が３月下旬に故

障をいたしまして暖房制御ができない状況となりました。復旧の手法ですとか、費用の積算を

している間も暖房が必要な時期ではありましたが、暖房制御ができない状況であったというこ

とで、寒くなればボイラーの主電源をオンにし暑くなれば、主電源をオフにすると対応でしの

いでまいりましたが、この間教室ごとの温度管理もできないような状況でありました。次の秋

口までにはしっかりと修繕してまいりたいと考えます。制御パネルの取り替え修繕にかかる経

費といたしまして合計６４万８千円を計上しているところでございます。財源は全て一般財源

です。以上で生涯学習課の補正予算概要の説明となります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今平成３０年度一般会計補正予算概要について説明ございました。委員の皆様方

から質問意見等ございましたら。ありませんか。他、生涯学習課についてありますか。 

はい、課長。 
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○生涯学習課長 

 それではその他について、２点ほど御説明させていただきます。１点目でございます。６月

定例会に議案として清里中学校グラウンド改修工事請負契約の議決をいただきたく、上程する

予定となっております。当初予算でこれは実施することになっております、清里中学校グラウ

ンド芝生化を図るということがメインの工事となっております。またきよ～るからの景観等の

関係から一部西側の立木も伐採をしながら、全体のグラウンドを整備してまいります。工期に

つきましては６月２２日から１１月３０日。入札につきましては６月１８日に実施の予定とな

っております。また予算額につきましては当初予算５千５９２万８千円となってございます。

定例会の方に上程させていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上

でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今課長より、中学校のグラウンド整備についての説明がございました。委員の皆

様ありますか。ありませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今課長の説明の中で西側の立木も多少って言っていましたけども、どの程度。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 すみません、多少と言いました。西側につきましては全て伐採してまいりたいというふうに

考えております。 

 

○池下委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 別刷で皆様にお配りをさせていただきました第４１回斜里岳ロードレース大会の概要につい

て、御報告申し上げます。大会名でございますが、清里町１２０年開町７５周年記念、第４１

回斜里岳ロードレース大会ということでございます。開催日につきましては、本年９月１６日

日曜日。会場につきましては清里町生涯学習総合センターをスタートゴールとしまして開催を

いたします。組織でございますが、主催が第４１回斜里岳ロードレース大会実行委員会、清里

町教育委員会以下、主管、後援、協力の各団体の御協力をいただきながら大会開催をしてまい

ります。 
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大会日程でございますが、開会式を９時４５分からスタートをハーフマラソン１０時４０分、

１キロ親子までを順次スタートをしてまいります。協議種目と参加料でございますが、清里町

民の幼児から高校生及び清里高校生は無料といたしまして、ハーフマラソン男子高校生から３

９歳の部から女子高校生以上の５部門、一般３千円、高校生２千円。５キロの部、男子中学生

から女子高校生以上の４部門、一般２千円、高校生１千５００円、中学生１千円。３キロ・２

キロ・１キロ親子につきましては、それぞれ男子女子の２部問ずつで小学生が５００円、親子

の部が１千５００円。３キロフリーにつきましては、一般１千５００円という料金設定で開催

いたします。ゲストランナーにつきましては、清里町のふるさと大使岡崎朋美さんと南海キャ

ンディーズのしずちゃん。この２名を予定しております。その他ローカルフードフェスティバ

ルを同時開催し、清里町をＰＲとしてまいりたいと考えてございます。 

参考までですが、昨年の第４０回記念斜里岳ロードレース大会の状況でございます。町内３

３５名、町外４３１名合計７６６名のエントリーをいただき、運営スタッフが２４５名という

ことで、１千名を超える大会規模ということで、今年も同様に同程度の数字を見込んでおりま

す。以上説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今担当より、第４１回の斜里岳ロードレース大会の概要の説明がございました。

委員の皆様方からありませんか。無いようですので以上持ちまして、以上を持ちまして生涯学

習課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○生涯学習課長 

 ありがとうございました。 

 

○勝又委員長 

 はい、それでは大きな２番、意見書の検討について事務局お願いします。 

 

○議会事務局主査 

 はい、それでは２番の意見書の検討について、記載の意見書が４件持参提出されております。

提出者は４件全て清里地区連合 会長和田恭男氏でございます。議会事務局、意見書の検討に

ついての５ページをお開きください。 

提案されたものを修正した議案でご説明いたします。１件目、教職員の長時間労働解消に向

け、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特法）の廃止を含め

た見直しを求める意見書です。まず提出されたものの題名と内容の括弧の一部を外しておりま

すのでご了承ください。 

内容は記以下を読み上げます。１、教員職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している、

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、給特法の廃止を含めた見直

しを行うこと。 

次にいきますので、１１ページをお開きください。２件目、教職員の超勤多忙化解消、３０

人以下学級の実現、義務教育費、国庫負担制度堅持負担率２分の１への復元、子供の貧困解消

など教育予算確保、拡充と就学保障に向けた意見書です。こちらの方も提出された物の題名と
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内容の括弧の一部を外しております。１２ページをお開きください。内容につきましては、国

において早急に実効性のある教職員の超勤多忙化解消の実現、義務教育費無償、義務教育費国

庫負担制度の堅持、当面２分の１への復元など、記以下の内容について意見するものです。記

以下５点につきましては、昨年の内容を教職員の長時間労働の部分を１件目の内容で少なくな

った部分を変更しているだけですので中身の説明については、お読みいただいて御理解いただ

きたいと思います。 

次に１７ページをお開きください。３件目、地方財政の充実強化を求める意見書です。まず

題名の２０１９年度は外しております。内容につきまして、地方自治体は高齢化が進行する中

での医療、介護、子育て支援など、社会保障への対応地域交通の維持、森林環境政策など果た

す役割が拡大する中で、人口減少対策、大規模災害を想定した防災減債事業の実施。公共施設

の老朽化対策など、新たな課題に直面しておりまして、２０１９年度の政府の予算と、地域財

政の検討に当たっては歳入歳出が的確に見積もり社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指

すことが必要です。記以下８点につきましては、１番の後段の消費税引き上げをという部分が

１点と、７番の国税４税というところを追加されたのみで、内容については変わっておりませ

んので昨年と同様ですので、中身の詳細な説明は省かせていただきます。 

次４点目、平成３０年度北海道最低賃金改正等に関する意見書です。こちらもまた、題名を

２０１８年度から平成３０年度に変更しております。記以下を読み上げて説明いたします。 

１、出来る限り早期に全国最低８００円を確保、２０２０年までに全国平均１千円を目指す

という目標を掲げた雇用戦略対話合意。経済財政運営と改革の方針。基本方針及び未来投資戦

略、さらには日本１億総活躍プランを十分尊重し、経済の自律的成長の実現に向けて、最低賃

金を大幅に引き上げること。 

２、制定する最低賃金は、経験豊富な労働者の時間額が道内高卒初任給を下回らない水準に

改善すること。 

３、厚生労働省のキャリアアップ助成金を有効活用した最低賃金の引き上げを図ること。同

時に中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策を図るよう、国に

対し要請すること。 

以上４件が総務所管の意見書ですので、この意見書につきまして内容の協議、また６月定例

会に委員長名で意見書案として提出してよろしいかどうかの検討をお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 ただいま議会事務局より意見書の検討について４本ございます。委員の皆様方から。取り扱

うと。はい、池下委員。 

 

 

○池下委員 

 文章そんなに変わってないという事で、何年前に提出されたのか。２年前ですか。 

 

○議会事務局主査 

 この４件につきましては毎年です。ただ時代に応じて多少の文言の変化はあります。 

 



 

- 24 - 

○池下委員 

 これ毎年出しているという事は、国側から却下されているという事なんですか。 

 

○議会事務局主査 

 スルーされているというか。  

 

○池下委員 

 全部が全部通るとは思っていないけども。どうなんでしょうね。毎年こうやって出していて。 

 

○河口委員 

 札幌で質問したんですけど、それについてはきちんとホームページで対応しております。と

いう回答でした。 

 

○池下委員 

 なるほどね。 

 

○勝又委員長 

 昨年通り取り扱うということで、よろしいでしょうか。 

 

○池下委員 

 かまわないけれども。 

 

○勝又委員長 

 それでは意見書は終わりたいと思います。次回委員会の開催について。事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会でございますが、７月１２日木曜日９時からこの会議で行う予定ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会７月の１２日木曜日９時からでございます。４番その他、ありますか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第７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２３分） 

 


