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第 15回総務文教常任委員会会議録 

令和２年 11月 12日（木） 

    開 会  午前  ９時 00分 

    閉 会  午前 11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 

●生涯学習課 

①清里町中・高校生海外派遣研修事業（仮）について 

 ②清里町教育推進計画策定委員会の進捗状況について 

③清里町学校給食センター業務委託事業について 

 

●総務 

  ①令和２年人事院勧告に基づく条例の一部を改正する条例（関連３条例）について 

  ②パパスランドの指定管理者の選定について 

 

●企画政策課 

  ①第６次清里町総合計画及び第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定状況について 

  ②清里町ハイヤー利用助成券の交付及び利用状況について 

  ③「きよさとポイントカード」利用状況について 

  ④令和２年度一般会計補正予算（第７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   池 下   昇    副委員長  堀 川 哲 男 

     委  員   前 中 康 男    委  員  村 島 健 二 

      委  員   勝 又 武 司    委  員  古 谷 一 夫 

    委  員   岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 
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○説明のため出席した者の職氏名 

■生涯学習課長      原田 賢一   ■生涯学習課参与     三浦  厚 

■生涯学習課主幹     小林 正明   ■学校教育Ｇ総括主査   土井 泰宣 

■学校教育Ｇ主査     小泉めぐみ   ■社会教育Ｇ主任     今西 海渡 

■総務課長        藤代 弘輝   ■総務課主幹       樫村 亨子 

■総務Ｇ主査       吉田 慎治   ■管財Ｇ主査       田中 誠之 

■企画政策課長      伊藤 浩幸   ■企画政策課参与     阿部 真也 

■企画政策課主幹     新輪 誠一   ■地域振興Ｇ総括主査   山嵜 孝英 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長   溝 口 富 男 

    書  記   世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  第 15回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

まず町からの協議報告事項について生涯学習課から３点提案をされておりますので、説明をよ

ろしくお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課から本日は３点、ご報告、協議とさせていただきます。 

はじめに１点目、清里町中・高校生海外派遣研修事業、仮のタイトルでございますが、これに

つきまして説明をさせていただきます。海外派遣研修事業につきましては見直しを行うというこ

とで進めてまいりました。その詳細、中身について中学校・高校と協議をしておりますので、こ

れまでの概ねの方向性、協議の経過について担当主幹よりご説明させていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 それでは清里町中・高校生海外派遣研修事業についてご説明をさせていただきます。１ページ

目をお開きください。 

１番の事業の内容について御説明させていただきます。参加対象といたしましては、清里中学

校２学年６名、清里高等学校２学年 10 名を派遣研修の人数の上限としていきたいということ
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で決めております。こちらにつきましては清里中学校並びに清里高等学校、そして現地のモトエ

カ友好協会との協議をした結果、この人数と設定をさせていただいております。 

派遣選考についてでございますが、清里中学校、高等学校で選考基準を設けることといたしま

して学習成績、生活態度、研修に対する意欲を総合的に判断いたしまして、学校長が推薦すると

いう方法にさせていただきます。研修希望者が上限人数に達した場合については面接による選考

とさせていただきます。研修期間は 10 日間程度といたしまして毎年９月上旬を予定しており

ます。研修の内容については、今後、モトエカ友好協会や各学校と詳細については詰めてまいり

ますが、モトエカ町の滞在日数を増やしましてモトエカ高校や家庭訪問など、モトエカ町との交

流をメインとした研修内容としてまいりたいと現在考えております。 

事業の中止についてでございます。天災、戦争、感染症等による渡航困難の場合は、中止と判

断して今後取り扱ってまいりたいと考えております。 

続きまして２番目の実施時期でございますが、令和５年度からの実施とさせていただきたいと

考えております。令和４年度までは現行の高校生海外派遣研修事業を継続してまいります。 

３番、それに関連いたしまして令和２年度、令和３年度の清里高等学校１学年への対応でござ

いますが、今年度新型コロナウイルスの影響によりまして研修事業は今年度中止とさせていただ

きましたが、今年度研修に行けなかった清里高校１学年につきましては令和３年度に研修を実施

いたしまして、来年度の清里高校１学年につきましては令和４年度に研修を実施することといた

します。なお、こちらも天災、戦争、感染症により渡航困難と判断される場合につきましては、

中止としてまいりたいと考えております。 

４番、来年度以降の研修スケジュールにつきまして、表で表したものでございます。令和３年

度は本年度研修に行けなかった高校１学年を２学年時に全員派遣、令和４年度は令和３年度に研

修予定であった高校１学年を２学年時に全員派遣、令和５年度からは高校２学年と中学２学年を

希望者の選考により実施をいたしたいと考えております。 

５番目でございます。保護者に対しての周知につきましては本年の 12 月までに周知をして

まいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より、清里町中高校生海外派遣研修事業について、今担当より説明ありましたけ

ども、この件につきまして何か御質問はありますか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 海外派遣で詳細はこれから詰めていくということなんですけども、基本的にはホームステイが

基本となる考えで進めていくのかどうなのかお聞きしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 現在、ホームステイにするかどうかというところは、モトエカの友好協会と協議を進めている

最中でございますが、現状は完全ホームステイという形ではなくて、例えば夕食時から就寝時ま
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で一緒に時間を過ごすとか、なるべく友好協会、受け入れ側に負担の少ない形での実施を現在検

討しているところでございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありますか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 何点か確認させていただきたいなと思っております。まず１点目なんですけども、派遣選考に

ついて。今までいろいろ話してきた中でなかなか選考の仕方がまだ決まらない等色んな話もあり

ましたけども、ここに来てようやく出てきたのかなと思っています。その中で結局、学習成績と

生活態度、あと研修に対する意欲を総合的に判断しということで、学校長が推薦しますと。そし

て上限に達した場合は面接よる選抜となっているんですが、要は今回の選抜方法の中に生徒個人

の筆記試験というものは無いということでよろしいんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 これは現段階でこのように考えているということでございます。もちろん学校に丸投げではご

ざいません。あくまでもこれも教育委員会とこんな方法どうだろうということで、それぞれ詰め

ているところでございます。小論文、作文、そんなことも今後入ってくる可能性もありますので

いろんな観点から応募者の意欲を測ってまいりたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の課長の答弁でいきますと、まだ柔軟性があって確定ではないということでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 令和５年から実施するものでございます。学校の体制も２年後にはまたガラっと変わってまい

ります。そういう意味ではこの２年間の中で変わっていく可能性はございます。ただ、生徒の意

欲を測るという観点、それは変わらないと思っておりますので、これで 100％いくというもの

ではないので御理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 
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○伊藤議員 

 今課長からの答弁ありましたけども令和５年からということですが、前もお話させていただき

ましたけども、令和５年の今回、しかも２年生ということなので、この２年生が入るというのは

令和４年度に入学するという生徒たちが対象になっていくわけですから、令和４年度に入るため

には令和３年度中にはその子達は高校をどう選択するかと考えている時期なので令和５年まで

に間に合わせるではなく、最低限やっぱり令和３年年度中にはある程度の選抜にするなら選抜の

方法、選抜仕方を提示してあげないと学生たちも困るのかなと思っていますので、その辺頑張っ

ていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 選抜の方法について、生徒が困るというのが私個人的には理解できない部分があります。学校

としましては様々な方法で検討しますが、そんなに突拍子もないもので体を動かす実技試験があ

るわけでもございませんし、大体は筆記だったり、学習状況、学校での日常生活、そういうもの

が基本となりますので、それを具体的にどれで測るかという部分については、もう少し学校の方

にお任せいただければというふうに思いますのでお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 それがもちろん学校の方に任せるで良いですけど、それが重要だと思わないというのは私的に

は生徒の立場、また生徒の保護者ですとかにしてもやはりある程度のものは決めていただきたい

というのは僕はあると思います。課長はないそこまでじゃないんではないかなとおっしゃいまし

たけども、僕はあると思いますので、その辺も加味しながら今後学校の方とも相談しながら進め

ていただきたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 承知いたしました。作文と今回ここに書いてありますもの、これらを保護者の方、生徒の方に

は提示をさせていただきたいと思います。実際にはその中から必要と思われるものをチョイスし

てやっていく。場合によっては令和５年、実際に選考する段階で学校の状況も変わっている部分

ございますのでこれ全部やって選考しようという考えになるかもしれませんし、そこは柔軟に考

えていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 
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○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 わかりました。もう１点、違うことですが、今回コロナの関係によって今年の１年生が結局行

けなくて次年度以降、２年次の時にやっていきますということで。それはそれでどうしようもな

い話ですし、かなり苦慮された中でこういう方針を出してきたんだなと思っています。ただ私心

配性なのでこれも聞かしていただきたいんですが、仮に来年９月の段階で今の世の中の情勢が変

わってなかった場合、その場合にはもともと１年生に行ってもらう予定だったのか２年次にとな

りましたけども、その段階でまた世の中の情勢によってなかなかまだ派遣は難しいとなった場合

というのは、この２年生が次の３年生になる時に考えていくべきことなのか、申し訳ないけども

どうしょうもありませんということで考えているのか、その辺だけ確認させてください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 その件については学校と協議いたしまして、３年次で行かせることは不可能であるということ

で申しわけございませんが中止とせざるを得ないというふうに考えております。 

 

○伊藤議員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 他にありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 確認というか、今後詳細部分は提示されるのかと思うんですけども、選考基準の中で、今回の

提案の中で中学生・高校生という６名、10名の選考人数というか派遣人数なんですけども。複

数回というか、中学校のときにも参加しました、清里高校入学してもかなり学業が優秀だとかそ

ういう部分での選考基準を満たすというその複数回、そこら辺の考え方、行政からとしての考え

方はどのように考えているかだけ説明願います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 この件に関しましては平成２年から実施してまいりました海外研修の考え方を踏襲いたしま

して、中・高どちらかで１回というふうに考えております。極力、幅広く多くの生徒に行ってい

ただきたいという観点でそのよ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。 
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○池下委員長 

 他にありますか。よろしいですか。それでは②清里町教育推進計画策定委員会の進捗状況につ

いて説明をお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは清里町教育推進計画策定委員会の進捗状況について御説明申し上げます。２ページか

ら説明させていただきます。 

教育推進計画につきましては、５年ごとのスパンで計画を策定しております。現計画が令和２

年度で終了することから、令和３年度から令和７年度までの計画を現在策定しております。 

策定委員につきましては、小・中の校長先生、PTA 会長、社会教育委員、スポーツ推進委員

によって策定委員会が構成されております。 

また、社会教育中期計画という計画につきましても、法に基づいて策定中でございます。この

教育推進計画の構成といたしましては、大きく学校教育の部分と社会教育の部分がございます

が、社会教育の部分につきましてはこの社会教育中期計画の要素を盛り込んだ形で策定をしてま

いります。委員会の実施状況でございますが、策定委員会といたしましてはこれまで３回実施を

しております。また、それぞれ学校教育、社会教育、部会を設けておりまして学校教育部会につ

きましては、これまで４回、社会教育部会につきましては、社会教育中期計画の策定委員会を部

会と位置づけておりまして、３回実施しております。また社会教育中期計画策定委員会につきま

しては、さらにこの中の部会といたしまして、この他４回実施をしているところでございます。 

では、議論の経過について２番目からご説明をいたします。計画を策定するに当たって各委員

が、町をどのように認識し、町の教育をどのように捉えているかということを時間を費やして議

論をしてまいりました。町の良い所、自然のこと、それから補助が充実、施設が充実、子育てが

しやすいなど良い所として挙げられております。 

逆に町の課題としまして、何事にも平等に補助しようとすること、お金が必要なところに行き

渡っていない、人員不足、町民が役場の人に頼り過ぎる、損得で考える人が増えたのではないか、

子供は視野が狭いんじゃないか、そんな意見もございました。 

では、教育の基本は人づくりでございますので、町民の方の気質について議論をした部分でご

ざいますが、良い部分ということでは行儀がいい、人柄がよい、元気がある、優しい、協力的、

温厚、外から来た方に対しても優しくしてくれるといった意見でございます。また、逆に少し弱

いなと感じる部分といたしましては、自己表現が苦手、難しいことに立ち向かおうとしない、優

しさに溢れている。これは弱い所ということで優しさに溢れている良い部分もあるんですけど

も、社会に出た時に課題になってくるのかなという意見でございます。また、飽きやすい、閉鎖

的という意見も出てまいりました。次の議論といたしましては、このような現状認識の中で、今

後どのようなことが必要なのかということで町民自身、それから協働で行うべきこと、また行政

が主体的に担わなければならないことということで分けて議論をしております。 

町民につきましては、ある程度やはり負担が必要なのではないかという意見、そして右側の行

政については、高齢者に対する自立の支援や子供たちが町に戻ってくるための奨学金の制度でし

たり、子育て支援、人的支援、ＩＣＴに係るサポート、町民が何かを学びたいと思う活動を増や

す、学習意欲をどう喚起するかということでございます。そして協働で行っていかなければなら
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ないこと、行政ができることと民間にお願いすることを決める時期ではないか。本町ではもう

20年前から協働のまちづくりとは言っておりますが、まだその部分が根づいてないという一端

も見え隠れしているところです。また、町外に出ていった方々が戻ってくるようなまちづくり、

また若い世代が町のためにやろうとしていることを応援できる町、新規就労、将来に向けての投

資など意見が出ております。 

次の議論といたしましては、これらの必要だと思うことを踏まえて計画の目標を設定するため

のキーワードを抽出いたしました。各委員から出たキーワードを大きな括りでまとめたのが３番

の目標設定①のキーワードでございます。 

学校教育の部分につきましては、失敗体験、チャレンジ、自己表現、アピール、そして教育の

根幹となるコミュニケーション力といったことが出されております。また社会教育の部分では、

これも社会教育の基礎、基本でございます。仲間づくり、地域コミュニティの充実ということが

出されているところでございます。これらのキーワードを組み合わせ言葉の意味を汲み取った

中、②基本目標のまだ案でございますが、『未来を切り拓く力を育み、持続可能なふるさとを創

造する学びの推進』というふうに現在しております。未来を切り拓く力、特に 20年後子供たち

が大人になったときの日本の様子というのは私たちには現在はかり知れないものがございます。

そのような状況の中でも、自ら情報を得、自ら判断し、自ら行動できる。そのような資質を身に

つけていくことが大事であるというふうに考えております。また、持続可能なふるさとを創造す

るということで、今後もこの町がしっかりと地に足をつけて持続していくそのための学び、住民

の学びをこれからもなお一層推進していくということで後半の意味合いでございます。この基本

目標の下に具体的な推進目標ということで６点掲げております。教育の目標は人づくりというこ

とでございますので、１から３までにつきましては、人づくりのイメージということで３つ掲げ

ているところでございます。 

また４番、５番につきましては、主に社会教育を中心としたまちづくりについての目標。それ

から６番につきましては、学習環境の整備ということで、ここの部分では現在、小学校の改修が

進められておりますが、社会教育施設につきましても、今後、施設の改修等大きなものが出てま

いります。今後の施設の活用の仕方も含め、ここで学習環境を中・長期的な視点で整備していき

たいということで目標に掲げております。 

最後に４番、協議から浮き彫りにされた重点課題と思われる事項、思われると書いております

のは、まだ議論の途中でございます。そういう意味でこのように表現しておりますが、学校教育

の課題として今浮き出てきている部分といたしましては、幼児教育から小学校へのスムーズな移

行、就学支援です。この部分が少し弱いのではないかという議論がされているところでございま

す。特別な支援の必要な子供も増えてきていることから、このような子供たちもスムーズに小学

校に移行できるよう、これは幼稚園、保育所、教育委員会または、保健福祉の部局、その他の色

んなところとの繋がりを持ちながらしっかり意向ができるよう、仕組みづくりが必要ではないか

という議論をしているところでございます。 

また２つ目といたしまして、課題を抱えた子どもやその保護者に対応する仕組みの構築という

ことでございます。本町では極めて少ない状況ではございますが、一部不登校の生徒もいるのが

現実でございます。これはただ単に子供の問題ということを学校の問題ということではなくて、

家庭を取り巻く環境なども含め幅広い視点から協議をし、連携をしていかなければ解決できな

い。その仕組みづくりも今後していかなければならないというそのような話し合いをしていると
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ころでございます。 

社会教育でございますが、地域コミュニティ活動の停滞ということでございます。現在コロナ

ということでプラネットを利用している団体の活動もまだ以前のように完全に戻っている状況

にはございません。これを機にまだ解散という話は聞いておりませんが、ひょっとして縮小して

いくのではないかというふうに教育委員会としては大変危惧をしているところでございます。プ

ラネットを使う団体だけではなく、地域のコミュニティ全体が萎縮してしまって住民の自治能力

が低下しかねない状況にあるのかな、そのような中では社会教育が今後この５年でどうなるかと

いうのはまだわかりませんが、地道にこのコミュニティの再生というのは、取り組む必要がある

のではないかとそんな議論をしております。 

また最後になりますが、家庭における教育力の教育活動への支援ということでございます。本

町につきましては皆様議会の御協力、ご理解もいただきまして、非常に手厚い支援を保護者の方

にしているわけです。また、地域の方々も非常に協力的でスポーツ少年団、子ども会、自治会女

性部や青年団ゆいま～る等の地域の団体の方々、スポーツ推進委員さんなどが土曜や日曜に色ん

な事業で子供たちを支えてくれております。当然、学校は月曜日から金曜日、また部活動、そし

て夏休み冬休みについては、学習サポートということでさらに学校で子供たちを支援している。

プラネットでは、学童保育ということで放課後を支援している。非常に地域行政としては手厚い

支援をしているのかなと。これからは一度、教育の原点に立ち返って、しっかり家庭でも子供た

ちと向き合っていただきたい。そのためにどんな支援ができるのか。これらについてこの教育推

進計画の策定委員会で今後も議論をしてまいりたいというふうに考えております。 

以上、中間報告でございますが、今後につきましては 12月いっぱいに答申をいただきます。

それを基に基本の計画を策定いたしまして年明けにパブリックコメントいただき、年度内に計画

を完成させてまいりたいと考えております。以上、説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま課長の方より、この②について説明がありましたけども委員の皆さん、何かご質問あ

りますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 中間報告という形で理解していきたいと思うんですけれども、特にコロナ禍の中で、かなり頻

度高く策定委員の皆さん、部会も含めて議論をされてきて、12月に最終答申が出されると。ま

だ何カ月か、ひと月ちょっとあるんですけども、その重点課題に対する基本的な教育行政として

の考え方を確認させていただきたいと思うんですけども、策定委員の皆さんの中で議論されたこ

と、協議されたこと、その整理については実態としてはこうなんだろうなと理解していきたいと

思うんです。ただ、地方教育行政全般取り巻く環境と、当町の教育を取り巻く環境をどのように

捉えているかという個別的な地域課題をどのように今回されてきたのか、特にこの 10 年ぐら

いの間において特に学校教育については、新しい学習指導要領が導入されてきて、非常に教育課

程、内容の見直しが行われ、それは現場の中に大きな負担になってきた事実であったり、地域と

の関係ではＣＳコミュニティスクールの関係が導入されてきた。さらに、小中連携だとか小中一

貫教育のあり方みたいなのが中央からそういった指導要領等の関係も含めながら問われてきた。

そういった中において、さらにＩＣＴの関係。そして既に補正を行っていますけれども、こうい
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ったコロナ禍の中に含めて新しい GIGA スクールの関係。さらに今後を見てくと電子教科書に

変えて行くだとかと、非常に国の政策的な形の中で特に学校教育の流れというのはここ 10 年

大きく変わった。その中で当町においては少子化の中で小学校の統合が全て行われて、さらにニ

ュージーランドの話もありましたけども、高校の間口対策が存続対策という形の中で非常に地域

の大きな課題になってきて、そして今新しい方向を模索し始めている、そしてそういった中にお

いて大きな施設の老朽化、特に小学校給食センターの関係が着手されていき、先ほど課長からお

話あったとおり、特別支援や発達障害を持つお子さん、家庭の課題というのはかなり顕在化して

きて地域の大きな課題として今後取り組んでいく必要性が高まっている。そういった中でまた幼

保一元化とかそういった認定こども園の将来構想に向けて専任の管理職を置きながら関係機関

との間で協議が行われている。この 10年の間に特に学校教育、社会教育も含めて全く前提条件

が大きく変わってきた中において、今回重点課題と思われる事項という形の中で何点か掲示され

ているんですけど、そこで気になるのは、学校教育の部分でいけば、国の方針だとか新しい流れ

に大きく色んな形の中で揺さぶられてきて、子ども達の数は減っていく中において地域に根ざし

た教育の原点だとか地方教育行政の原点をどこに置くかというところがなかなかあれもしなく

ちゃいけない、これもしなくちゃいけないということで、なかなか核の部分が見えてこない状況

も残念ながらこの 10 年間あったんじゃないか。今後さらに新しい教育推進計画の中において

その辺の課題というものを教育行政として地方教育行政をどう捉えているのか。今後とも国や文

科省や道教委だとか色んな部分でどんどんどんどん新しい方向性があってそれに今のスタッフ

だとか学校現場含めた部分で担いきるだけの余裕や力が本当にあるのか。目の前にある課題を消

化していくという非常にこのことはもう少しちょっとしっかりとコンパクトにして落ちついて

清里町における地方教育行政としての学校教育をどこにきちんとした足場を置くべきかという

ことを、もう 1 回集約的な形でとらまえ直す必要があるのではないかなという個人的にはそう

いった気がするわけなんですけど、その辺の議論というのは今回の策定委員会の中で整理された

のか。地域としての教育課題というものを整理されたのかというのを確認させてください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの古谷委員のお話は繰り返しませんが、これにプラスして例えば道徳が私どもの時代

は特別な教科だったんですけど正式な教科として通信簿にも評価が載るようになりました。ま

た、小学校における英語科、英語を教科として取り扱い、またプログラミング教育という新しい

概念も出てきております。それに先ほど古谷委員がおっしゃったものが全部国から下りてきてお

ります。当然、教科書は国が検定した教科書でございますし、学習指導要領も国で定めているも

のでございます。ここまでいくと９割８分が国立の小学校、中学校ではないかというふうにすら

考えてしまう、錯覚してしまう部分がございます。今回、協議を策定委員会でしている中で、こ

の４番目に挙げられたもの、協議から浮き彫りにされた課題について今後深掘りをしていきたい

というふうに考えております。GIGAスクールにしても、小中一貫にしてもコミュニティスクー

ルにしても、これは一定の国の示したスタイルというものがございますし、なかなか避けるわけ

にはいきませんので、粛々とやらざるを得ないというふうに考えております。 
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また、全国学力学習状況調査や体力運動能力調査、これについても今年は中止になっておりま

すが、毎年、広報で皆様に結果をお知らせしております。あくまでも、これは平均点でありまし

て、その平均点をあらわしたことについて、一定の町の傾向というのは御理解いただけると思い

ますが、本質的に何が課題なのか、そして一人一人の児童生徒に向き合ったときに、どこを支援

していかなければならないのか。そのような細かい個別の案件に取り組んでいく。児童生徒に寄

り添っていく、そのための先生方の余裕がなかなかない状況にございます。本町といたしまして

は加配の先生などを入れ、また支援員等を投入しながら個別に当たっているところでございます

が、今後につきましても本町の課題がどこにあるのか、しっかり学校現場等を見極めながら必要

な支援を教育委員会事務局として行ってまいりたいというふうに考えております。 

また先ほど説明申し上げました幼児教育からの繋ぎや、課題の抱えた子どもたちに対する支

援、これは率直に清里町の体制として課題であるという認識がされたところでございます。今後

この５年間につきましては、ひょっとしたら今後の議論の中でこれの他にも出てくるかもしれま

せんが、この辺を中心としたものを地域の課題と捉えて、そして学校教育については児童生徒が

しっかりと清里町で一定の能力を身につけて社会人に巣立って欲しいということを実践してま

いりたいと考えております。どうしても計画、総花的になり、また一見するとどこの自治体に置

き換えても変わらない計画になりがちでございます。その辺につきましては、まとめをいたしま

す事務局としましても、自戒の念を持ってしっかり当たってまいるとともに、地域の課題、余り

手を広げることなく５年間でこの体制の中でできることをコンパクトに今回この計画の中で表

していきたい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。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 教育推進計画だけではなくして、全ての基本となる行政計画については総花的にならざるを得

ないということを理解しつつ申し上げるんですけれども、これだけ人口が減ってきて置き去りに

されているとは言いませんけども、非常に今まで取り組みが薄かったところの課題というもの

が、ある意味こういった状況の中で顕在化してきているというのも事実じゃないかと考えるとこ

ろもありますので、やはりそこの入り口を仕組みと場として、きちんと丁寧につくり上げてい

く、最低限文科省や道教委から示されたある一定のレベルのものを消化せざるを得ないという立

ち位置はわかりますけれども、地方教育行政としてやはりここはこの５年間なり 10 年間の中

でしっかりと構築していくというそういった基本的なコアになるものをきちんと学校現場、家

庭、教育行政全般の中で共有化し合った中において、具体的に施策的にも落とし込んで取り組ん

でいくという形がなければ、先ほど課長からあったとおり、総花的なものに終わってしまってそ

うだった、課題はこうだった、これは必要だった、でもなかなか難しかったということが、また

５年 10 年過ぎてしまって地域全体の教育力というのがなかなか高まっていかないという状況

に陥らないようにその辺の取り組みをぜひしっかりやっていただきたい。 

特に今回の各委員さんの意見の集約の中にもありますとおり、やはり町、行政が様々な支援制

度やサポート支援を作れば作るほど逆に依存度が高くなってきて、自らの意志ではないけれども

そういう環境条件の中だとどうしてもそこに頼らざるを得なくなってくるという形もあって、も
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う一度その原点的なところがどこにあるのかということも含めて、しっかりと再構築していく、

そしてしつこくて申し上げませんけれども、やはり今まで手薄であった形の部分についてしっか

りと光を当てて、具体的な施策や展開に落とし込んでいくことが教育行政においても非常に重要

になってきている、そのように認識しますのでその辺の残された議論の中、さらに委員さんから

の答申は答申として行政計画としての教育委員会の考え方もありましょうから、その辺、是非し

っかりと取りまとめをしていただくように強く要請したいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 答申まで残り１カ月余りと１カ月ちょっととなってまいりましたけども、委員から御指摘のあ

った部分も含めてさらに議論を深めてまいりたい。また、事務局は事務局といたしましてこれま

での反省課題等も議論している部分ございますので、最終的な計画にはその部分も踏まえた中で

策定をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 ほかに質問ありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 教育推進計画策定ということで、まだ完全なものではないという説明も自分の中で認識してい

るんですけど、本町において小学校、中学校、高校、全て一校というそういう教育環境の本町の

教育の在り方だと思います。その中で一昨年、２年前です、多分。先ほど古谷委員がおっしゃっ

た中でコミュニティスクールの導入という形でそこをしっかりとこの町における教育の方針の

中で地域と学校現場と学校を応援するそういう意味で、自治会の人たちも加盟しながら子供たち

の教育環境に対して、しっかりとサポートをするんだという部分の今の中の認識は持っています

が、本来であればこのような策定委員会の中にもそういう何らかの方策なりアドバイスなり、や

はりしっかりと酌み入れるべきじゃないのかなと。それも現実は組み入れているかもしれません

けども、私としたら見えませんからその辺のコミュニティスクールのあり方、やはりそこら辺も

しっかりと今後の中の学校、教育部会という部分の中でしっかりと組んで欲しいなと。 

協議会からの浮き彫りにされた重点課題、この部分に本来であれば地域力、子どもたちの身を

守る地域の人たちが本来は見ていますから、本当にわかる部分があって然るべきだと思うんです

けども、どうもそこがだんだん希薄化されて PTA 活動も衰退、あるいは午後における学童保育

に絡めて各種少年団活動の衰退、そういう部分のコミュニティ能力が間違いなく衰退している実

態、そこら辺にもしっかりと目を見開きながらこういう学校教育の策定、そして成人されたら社

会教育部会におけるこれにも同じようにコミュニティ活動の停滞、またここにも出てきますけど

も、やはりそういうような町内における一連の流れの教育推進計画というのを、もう一度、そう

いうアプローチづけも考えながら策定していただきたいというかコミュニティスクールだけの

話で今説明求めたんですけども、その辺の対応というのは現状されていると思いますけども、そ

の点について今現状でそこはどうなっているのかなと、危惧したものですから。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今前中委員御指摘ありました CS コミュニティスクールでございますが、これにつきまして

は当初の導入目的というのは色々ございます。学校の働き方改革の側面もこれはございます。し

かしながら地域の教育力を活用し、そして奥の深い幅の広い教育活動を推進するということ、そ

して地域を挙げて子供たちを育てるという目標がございますので、それに向かった活動をしてい

るところでございますが、いかんせん地域の皆様の協力がなかなか得られないという部分もござ

います。これにつきましてはコミュニティスクールに限ったことではなく、地域のコミュニティ

と、住民皆さんがそれぞれまちづくりの主役であるとういう認識、これの希薄化ということも挙

げられるのかなというふうに思っております。 

コミュニティスクールの課題、もう１つございますのは、学校自体もまだまだ硬直化した中で

地域の教育力を具体的に事業で生かしていくということに、まだ長けていない部分がございま

す。これについては少しずつやっていかなきゃならないわけでございますが、教科書があり、そ

れを限られた時数の中で指導するということにどうしても集中してしまって、本来とても良い地

域の教育素材があるにもかかわらず活用し切れてないという側面もあるのかなという部分がご

ざいます。ここにつきましてはもう少し時間をかけた中で少しずつ地域の力を学校に取り入れて

いけるよう CS のコーディネーターも配置し２年目目になっておりますので、このような力を

借りながら進めてまいりたい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。また、ぜひ地域において学校に目を向けていただきたいということで議員皆様も地域に呼び

かけその機運を高めていければというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の説明、大変重要なポイントがありまして本町の基幹産業は農業ということで食育という部

分のワードというのがもう少し重点課題になりながら、地域コミュニティの接点になる部分があ

るんじゃないのかなと思いましたので、そこら辺も今後の中で十分いろんなアプローチをしなが

らやっていく。それに対して関係機関である農業団体もかなりそういう部分での活動、あるいは

地域のお年寄りも同じように１つのアグリカルチャーという文化として持っている部分もあり

ますから、そこにやはり教育現場の中で若い先生もあるいは子供たちも同じように共通認識で教

育課題に取り組むということで進んでいって欲しいと思いますので、その辺十分努力していただ

きたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

食育につきましては近年ＪＡの青年部の皆様の御協力で、清里小学校で随分と活発に行われて

いるところでございます。今後そのような活動をしっかり支援していきたい、また例えばでござ

いますけども私ども郷土資料館に農機具等たくさん昔の農機具を展示してございますが、お恥ず

かしい話、なかなか私ども職員がそれを詳細に説明をすることも知識もない、そんな中では今後

高齢者の方、先輩方のこれまでの経験を子供たちに郷土資料館で引き継いでいく、そのようなこ

とも１つの事業としては成り立つのではないかと思いますので、新しい計画の中で考えてまいり

たいというふうに思います。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 他、ありますか。なければ伊藤議員どうぞ。 

 

○伊藤議員 

 今回の教育推進計画策定委員会の中で２番の現状認識ですか、というところで③の今後必要だ

と思うことの部分でお聞かせ願いたいと思います。その中で、「協働などの中で若い世代が町の

ためにやろうとしていることを応援できるまち」という部分があるんですけど、具体的にどんな

ようなことですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 申しわけございません。具体的な話までは記憶にないんですけども、どうしても例えば突拍子

もないことですとか、若者が考える奇抜なアイデアとか、なかなかそういうのに支援、理解が及

んでないのではないかというそんな意見だったような気がするのですが。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 質問もどうかと思うんですけど、具体的にと言われましてもというのは理解しますけど、これ

は町のためにという文言が入ったというところに違和感ではないですけど、例えば若い世代が何

か応援できる町ということでも本来良いわけですよね。若い世代が町のためにやろうとしている

ことを応援できるまち、町のためにとつくと、僕がさっき言ったこととニュアンスが変わると思

いまして、そこを敢えて町のためにとした部分が具体的に何ですかということを聞きたかったん

です。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長  

申し訳ございません。そこまでは…申し訳ございません。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 責めているわけではないです。やはり今後必要だと思うことと載せているということは重要な

ことだと思いますのでその部分が具体的にというかどうなんだろうということを説明していた

だかないとなかなか僕らもわからなくなってしまうので、今これをここでどうこうは出来ないと

ころですが、意見的にですけど今言ったように若い世代が何かやろうとしていることを応援でき

るまちでもいいはずなのが、若い世代が町のためにやろうとしていることを応援出来るまちとい

う文言になっていることの重みって実は結構あると思うのでその点今後もその辺を踏まえなが

ら色々と検討課題の協議をしていっていただきたいなと思います。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○生涯学習課長 

 そのように議論してまいります。申し訳ございません。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは③番、口頭説明でありますが、説明よろしくお願いします。担

当。 

 

○学校教育Ｇ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ついてご説明いたします。 

 学校給食センターの業務につきましては、現在平成 30 年度から令和２年度までの３ヵ年の

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。年明けの令和３年３月 31日までの

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るため、早い段階の入札を行い、業者を

決定していく必要があります。 

 契約までの流れといたしましては、12月定例町議会におきまして、債務負担行為補正を提案

いたします。続いては１月中旬に指名競争入札を実施し、契約となります。参考としまして平成

30 年度から令和２年度における契約金額は、平成 30 年度、２千 332 万８千円、平成 31 年

度、２千 354万４千円、令和２年度、２千 376万円でございます。 

なお、債務負担行為限度額につきましては、平成 30年度は７千万円ですが、令和元年 10月

の消費税増税に伴い、７千 63万２千円に増額補正を行いました。 

 令和３年度以降の委託料の予算額につきましては、現在積算中でございますが、最低賃金値上

げによる人件費、社会保障費、福利厚生費の高騰による増加が見込まれておりますが、次回の常
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任委員会で説明させていただきます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より学校給食センターの業務委託事業についての説明がありましたけども、この

ことについて何かご質問ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

長期契約、次回も３年で債務負担なのか、３年というのは非常に短くて、雇用の安定化とか地

域環境という中で前例踏襲主義というのは良いんだけど雇用が疲弊してなかなか環境と最賃も

変わってくるという中においてきっと主体となる会社も人材確保に非常に苦労されている状況

の中で、どういったスパンの長期契約がいいのか、前例にとらわれず是非 12月の定例会におけ

る債務負担の段階においてはそういったことも含めて地域における安定した雇用の確保、人材の

確保という観点からもその辺しっかりとした提案をぜひお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 これまで３年ということでやってまいりました。御承知のとおり先日もチラシが新聞に入って

いたと思います。人材が不足しておりますので人材確保の観点も含め長期契約の年数について内

部協議をした上で提案させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 他にありますか。よろしいですか。今日の３点の中で質問漏れがありましたら。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 中高生の海外派遣事業、そして教育推進計画両方に関わるのかなというふうに思うんですけど

も、要望に近いものになります。 

国際理解教育の一環として中高生の海外派遣というのは当然あると思うんですけども、どうし

ても大きな事業ですし、このことに目が行きがちで、言うなれば海外派遣をしたら国際理解教育

がうまくいっているみたいな捉えられ方もされる危惧というのも感じるんです。今回ある意味、

縮小という形になるんですけども中学生に関しては拡大ということですけども、これがゴールで

は無しに行く子、行かない子、関係なく国際理解教育というのはしていかなきゃならないことで

すし、その１つとして、この海外派遣事業があると思うんです。 

ですから継続して国際理解教育に力を入れるというスタンスはぜひ続けていただきたいとい

うことと、それであるならば推進計画の方にも国際理解教育に力を入れるということも流し込ん

でいく必要があると思いますので、そこら辺も十分検討していきながら推進計画の方も進めてい

ただきたい、そのように思います。 

 

○池下委員長 
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 課長。 

 

○生涯学習課長 

 小学校で英語科が始まったというお話を先ほどさせていただきましたが、英語科というのは教

科としての語学学習ですが３、４年生につきましては外国語活動ということで、語学に捉われず

幅広く国際理解教育の学習をしているところでございます。 

また、高校につきましては近年やっとモトエカ高校との日常的な国際交流を始めようというこ

とで進んでいるところでございます。まだ具体的な形にはなっておりませんが、学校間で協議を

進めているところでございます。その他、ALT の雇用についても本来ですと高校は道教委から

派遣されているわけですが、それにあわせて町からも派遣しているということで多方面から国際

理解教育推進しているところでございます。教育推進計画もきっと国際理解教育ということで１

項目上げた中で町の特色ある教育活動として位置づけをし、実践してまいる、そのような形にな

ろうかと考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 よろしいです。国際理解教育にぜひ力を入れていただいてその先にあるグローバル化に対応で

きる人材を育成するというような目標も以前からあったと思いますので、是非その点も力を入れ

てお願いしたいと思います。他にありますか。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。最後に生涯学習課全般として何かこの場で質問したいことがありましたらお

受けしたいと思います。よろしいですか。それでは生涯学習課、これで終わりたいと思います。

ご苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き、総務課２点、提案されておりますので説明をよろしくお願いします。課長。 

 

○総務課長 

 本日の総務課提出案件につきましては、①として令和２年人事院勧告に基づきます給与関連条

例の改正内容と、②としてパパスランドの管理委託期間の満了に伴います新たな指定管理者選定

についての報告となっておりますので、それぞれ担当よりご説明させていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは私の方から、人事院勧告及び勧告に伴いました条例改正について御説明申し上げま
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す。１ページをご覧願います。まず１つ目といたしまして、10月 28日、人事院が令和２年の

月例給の報告を行っております。報告の概要につきまして御説明申し上げます。前回の常任委員

会でもご説明させていただきましたが、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考

慮し、勧告の基礎となる民間給与の実態調査を例年より時期を遅らせた上で２回に分けて実施し

ております。今回の報告は月例給についての報告となっておりまして、内容といたしましては公

務と民間の企業を調査した結果、給与格差が極めて小さかったため月例給の改正を行わない内容

となっております。 

続きまして、条例の一部改正につきましてご説明いたします。手当に関する内容であります。

一般職の期末手当の引き下げ、特別職及び議会議員の期末手当の引き下げとして、具体的には一

般職期末手当及び特別職等議会議員の期末手当を 0.05月分引き下げるものであります。手当の

0.05月分につきましては、今年度は 12月期分において引き下げ、来年度以降はその 0.05月

分を６月と 12月に均等となるように 0.025月分引下げする改正となってございます。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。 

また、施行期日につきしましては、12月引き下げ分が公布日より、令和３年度以降引き下げ

分につきましては、令和３年４月１日より施行するものでございます。以上で、人事院勧告内容

並びに条例改正について説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より①について説明がありましたけども、何か御質問ありますか。よろしいです

か。それでは、②パパスランドの指定管理者の選定について説明をお願いします。担当。 

 

○管財Ｇ主査 

 それではパパスランド指定管理者の選定についてご説明をいたします。６ページをご覧くださ

い。パパスランドの指定管理者の募集を 10月１日から 10月 30日まで行っておりましたが、

１団体から申請がございました。申請のあった団体につきましては指定管理者選定委員会を４回

にわたり実施をいたしまして、申請にかかる書類審査及び団体に対するヒアリング審査並びに協

議を行っております。審査項目におきましては、審査基準で定められました評価ラインを越えて

いること、総合的評価によりまして指定管理者候補として選定をされております。つきまして

は、現在パパスランドの指定管理者であります、清里町字神威 1074 番地、有限会社パパスさ

っつるを指定管理者の指定として議決の提案を予定してございます。 

指定の期間につきましては、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの５年間として

おります。５年間の基準価格につきましては４千 488万円でございまして、提示された価格に

つきましては、基準額と同額となってございます。したがいまして下段の債務負担行為、２番で

ございますが、こちらにつきましては令和３年度から令和７年度までの４千 488万円といたし

てございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ②のパパスランドの指定管理者の選定について今説明がありましたけども、何かご質問はあり

ますか。古谷委員。 
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○古谷委員 

 ２点ばかり。まず１点目は今後５ヵ年間の指定管理という形で既存の指定管理者１社しかなか

った、これはこれで良しとすべきだと思うんですけれども、今後５年間の中で何か新しいこうい

った取り組みの提案とか方向性というものが今回の指定管理予定者からされているのかどうな

のか。特に道の駅という１つの町の顔になって、今後交流人口の拡大とか、そういった地域振興

の観点での施設になって、当然町としてもそれなりの今後の人口減少だとか地域経済の停滞の中

でこういったもの、道の駅を活用してやはり札弦地区を活性化していく、町長の色んな答弁の中

においても地域振興計画の１つの大きな札弦については札鶴ベニヤさんが規模を縮小したり、離

町が結構進んでいたりとか非常に厳しい環境の中で、道の駅が最大限の核になるわけであって、

町としてもそういったものを期待しながら今回の新しい指定管理を行っていくという形だと思

いますので、その辺町からどういった考え方があったのか、それから逆に言えば今回の指定管理

者からどういった新たな地域振興の取り組む提案があったのか、その辺の内容について、もしわ

かる範囲でご説明願いたいというふうに思いますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回パパスさっつるからいただきました提案の中身につきましては、第一につきまして、安全

安心の部分の管理運営ということで、コロナの時代となりまして、よりコロナに対する感染拡大

の安全を図ってまいりたいと。これはお風呂、レストラン含めての部分です。それ以外の部分で

いきますと売店につきましては、商品の売れ筋をチェックして買うものとしては変化を求めます

ので対応したものとして品揃えをしていきたい。またレストランにつきましても、地元の食材を

もしくは北海道の食材を中心としたものでつくっていきたいと。また、お風呂につきましても衛

生管理、その辺を徹底していきたいということの提案がありました。 

また、全体的なお話として地域に根ざすという意味で、まちおこしネットワークオール札弦・

神威との協力のもと、イベントを盛り上げていきたいという提案をございまして、町といたしま

してもパパスさっつるにつきましては、今まで５年間委託をしていただいていたところで、５年

間の評価といたしまして温泉があるという利点は当然ありますが、それ以外の部分でも評判は良

いということで、努力いただいていた部分だと思います。それで今までのもの、この評判を維持

するために努力なくしてそのまま維持できるものでもないと思いますので、現状の評判を維持す

るような努力も最大にやっていただきたいというのが町と考えでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

５年間きちんとやっていると評価されたという形があってただ、気になるのはご存じのとお

り、毎年旅行雑誌等で道の駅の評価というのは内部的評価じゃなくて外からの評価も出てくるわ

けであって、そして先ほどお話したとおり地域振興の札弦地域振興の核となる施設としてもう少
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し能動的にいろんな取り組みがなされていくというのが必要な時代とか時期に入っているんじ

ゃないのかなという。だけど今課長からお話あった温泉とか売店とかレストラン、それは当然の

ことであって、逆に言えば当たり前な話であって、さらにプラスアルファという形の中で各道の

駅との競争社会に入っていますので、その中で札弦地区にとっては唯一の経済産業、それから発

信地というその性格からするともっと積極的に関わってきても良いのかなという、それと基準価

格が 44880 千円、そして提示価格が 44880 千円。町としての今回提示した中において新た

な取り組みに対する予算づけというものがされていたのかどうかも含めて結局こういった数字

から見えてくるところから見ると、地域振興の核にしていくと言いつつもやはり町としても新し

い取り組みに入っていかなければならない時期にあるけども結局その範疇に収めて建物の施設

管理、運営に注視してしまって、結局、札弦地域全体の振興とか町全体の道の駅の役割というの

が果たし得るのか、特に近隣の道の駅の評価というのは非常に全道的にも全国的にも高い状況で

どんどん前へ行っている状況で、やはり何とか我々町民としても応援したいという気持ちがあり

つつ現状維持の中で行くというのは、なかなか厳しいものが今後あろうかと。その辺の町として

の考え方をどのように町長の答弁の中では特色ある地域、札弦があれだけ衰退しているから道の

駅そういったものを核として今後の地域振興を図りたいという明確に答弁されている分もある

ので、その辺の取り組みと今回の指定管理の関係性についてはどのように担当課としてもおさえ

ているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今、札弦にとってパパスランドの施設は中心施設とだと思っています。本当に札弦地区の核に

なる施設だとも思っていまして。取り組みの中でまたこれからの５年間新たな新しいイベント等

の取り組みをどんどん増やしていっていただきたいという思いはありますが、具体的な部分でこ

れを新たなもう決めたものの提示というのはなかったんですが、札弦の中核をなす意味で札弦の

他の団体との連携の中で新たなものも参加して模索していきたいという考えだと思います。 

その部分で今現在それにプラス感染症予防という大きなテーマが１つ抱えていますので、それ

を踏まえた上で５年間のうちでどうやって付加を密に管理者とも連携をとりながら、情報交換し

ていきたいというふうに考えております。また委託料につきましては、町の試算といたしまして

過去５年間の平均値でお風呂に係る分の不足額を基準額としている部分は同じ考えですが、その

中で新たなイベントに対するプラスアルファというのは盛り込んでおりません。それは具体的な

金額の中、プラスアルファの中で現行の中で新たなものも発想として発していただきたいという

思いでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 状況については理解していますので今後５年間の中で債務負担は債務負担であって今後の取
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り組みとしては並行にやれば良いだけの話であって、そういった地域振興の札弦地区の地域振興

はもちろんですけれども、清里町における交流人口の拡大とかそういった新しい発信をやっぱり

道の駅というのは非常に大きな役割を担うのであって、今回の指定管理の５ヵ年の中において年

次的な問題でのより積極的に今総合計画と並行しながらやっていると思うんですけども、総合計

画自体だって地域交流人口の拡大というのが大きな核になっていますし、まち・ひと・しごとに

ついてもそうであって、やはり大きな役割を担うのは当町においては道の駅だとか、きよ～ると

いうのが明らかなわけで、既存のそういった活動を是認するだけではなくして新たな取り組みに

対する支援と共同的な作業というのをもう少し今後の５ヵ年の指定管理の期間の中において促

進されるように是非取り組みをしていただきたい。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 道の駅につきましては沢山ある中でそれぞれの特色を生かして運営していると思います。身近

な部分でいきますと弟子屈の摩周の道の駅も大変評判が良くて大変参考になる部分もあります

ので、自らの発想で新しいものも素晴らしいですけど、まねをするわけではありませんが他の施

設の取り組みというのも注意してまいりたいなと考えております。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 関連するんですけど、ただ、今のやりとりを聞いている中で競争相手がいなくて１団体だけで

推移してるということも含めて、その部分での向こう側からのプレゼンも含めて受ける側の方で

も甘さが出る部分も出てくるんじゃないかなと思うので、その中でやっぱり近隣のものも見比べ

た形の中できちっとやはり他と遜色のないような形で運営されているような道の駅というもの

を目指して取り進めていただきたいなと思います。 

もう１点、中身のことで細かくなってしまう部分ですけど、野菜の即売の関係で玄関先に野菜

を並べているんですけど、どこの道の駅に行ってもあんな状態で床の上に玄関先に並べていると

ころはどこもありません。そのことも含めてもともと野菜の即売を中心として始めたような部分

はなかったわけですが、もう少し何か手法を考えていったらいかがかなと、そのようなことも考

える部分で、他に競争相手の団体もない部分で比較がない中で甘さが出るようなことでは決して

ないように今後指導していっていただきたいとそのように申し上げたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 現状といたしましては長期の指定管理ということになりましたけど、おっしゃられたとおりマ
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ンネリ化にならないような部分で厳しいものは厳しく指導してまいりたいと思います。また、野

菜の関係につきましても先日、指定管理者ともお話した中で売店の部分のディスプレイに関して

専門業者の方にも御相談かけて部分的に改善している部分ありますので、その辺に含めて野菜も

かなりの主要な売店の売り上げとなっておりますので、その辺のディスプレイの関係につきまし

てもお話してまいりたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。私から１点聞きたいんですが、今回、指定管理の選定についてパパスラ

ンドの方から色々と策が出されていると思うんですけども、文書化になっているというものはあ

るんでしょうか。また、それらのものは議会に配布される予定はないのかどうか、その辺はいか

がですか。課長。 

 

○総務課長 

 今、私申し上げたパパスの提案に関しては指定申請書が出されていますので、その中に網羅さ

れております。その中に書かれている部分でございます。また、申請書の内容につきましては口

頭でご説明させていただいて改めて配布というのは行っていないのが現状でございます。 

 

○池下委員長 

 あともう１点ですが、有限会社パパスさっつるが受けて相当年数が経っております。契約も今

回で３回目ぐらいになるのかなというふうに思っておりますが、今までパパスについては色々な

問題点、町民からの苦情が結構あったと認識しておりますが、こういった契約に関して町からの

発言力が何か薄れてきているんではないかなというふうに感じるところもあるんですが、そこら

辺、行政側としてどういうふうに考えているのか。課長。 

 

○総務課長 

 指定管理につきましては、パパスさっつるに限らず全ての指定管理の状況というのは毎年指定

管理者委員会におきまして中身を検証しております。また、その指定管理者を呼びましてヒアリ

ングを毎年実施しておりまして、その中で意見交換をしているところでございます。今回につき

ましてもパパスの選定についてヒアリングを行って、その中での意見交換はさせていただいてお

ります。 

 

○池下委員長 

 指定管理制度になってからパパスだけでなく緑清荘、色んなところを指定管理にしております

けども、なぜか指定管理に対して町からの発言が少し弱いのではないか。また指定管理者の方が

聞き流しているようなところも見受けられる。パパスだけではなくて緑清荘に関してもそういう

部分が見受けられますので、ぜひ町側から何か申し出る時はもっと強い態度で行政側として対応

していただきたいという思いがあります。町民がやはり色んな面で苦情が出て我々の耳にもよく

入りますので、行政側がもう少ししっかりと対応をやっていただければなというふうに思います

のでよろしくお願いしたいと思います。課長。 
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○総務課長 

 今おっしゃられました町民住民からの苦情につきましては、ヒアリングとかに限らず受けた時

点で指定管理者の方とお話して、それが事実なのか、また改善できるものかできないものかとい

うのを協議してまいりたいと考えております。 

 

○池下委員長 

それでは総務課全般を通して何か質問がありましたらお受けしたいと思いますが。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 コロナ対策の本部が総務課に置かれていると思うんですけども、現在の第３波の状況と言われ

ていて、これから年末年始に向けて町民の動きも活発になっていきましょうし、さらに地域の経

済が非常に冷え込んだ中においてプレミアム商品券の発行が今月末から行われていく。そして町

の行事も縮小傾向ですけども、逆に高齢者の見守りだとかいろんな形についても産福の方からも

報告あろうかと思いますけど、そういった状況の中で対策本部、町全体としてどういった年末年

始、今言った経済振興、高齢者等どういった方向性を探っているのかが見えない部分、各市町村

でもホームページなんかの今回の年末年始に向けた GOTO イートや GOTO トラベルや色んな

部分で地域の動きというのはかなり細かい対応が図られてきている状況がありますけれども、そ

の辺うちの町の状況は対策本部として年末年始、現況の環境の中でどういったことが今検討され

ているのか、その辺の状況について要点をご説明いただければと思うんですが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今わかっている部分となりますが 10月 28日にステージ２になって、11月７日にステージ

３に北海道の方で移行になったということで、その都度本部会議を開きまして対応を話しており

ます。今回ステージ３、11月７日から 11月 27日までの３週間が集中対策期間ということで

すので、この分の周知に関しましては住民への注意喚起を 15 日のお知らせ配布の時に折り込

みで注意喚起の文書を出したいというふう考えています。また役場内部の方でもそれに対する職

員としての会議のあり方、出張のあり方などを申し合わせているところでございます。 

 また、今後の対策につきましては現在 12 月の予算が伴うものに関しましては 12 月の定例

会に向けての協議を色んな課で進めているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 感染対策については十分注意喚起、色々と国が示した新しい生活様式含めて、具体的にもきち

んと３月以来ですから、知見が蓄積されてこうすれば抑制されるということが見えてきている部

分があって、それをもう１回きちんと原点にかえってそれを活かしていくというわけですけど
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も。今言われているのは地域経済を止めないでこれだけ年末年始を動かしていくという前提にた

って今商工会も含めて動いているわけであって、その辺の対応は窓口がきちんと企画政策との両

方との連携だとか形になってこようと思うんですが、その辺の動きというものは密に今後の対応

は検討されているのか、対策本部として検討されているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 まだ全体としてまとまったものはまだ出来ていませんけど、協議また検討は今現在各課で進め

ているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 横断的な対策本部だと思いますので、感染症予防等々やって地域経済止めない中において、き

ちんと両方が成り立っていくかという両にらみでやっていくと思いますので、その辺、取り組み

をしっかりと進めていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 やはり感染性に関しては予防と経済の二本立てだと思いますので、両方とも進めて参りたいと

考えております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは総務課を終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 それでは企画政策課４点提出されておりますので１点ずつ説明をお願いします。課長。 

 

○企画政策課長  

 それでは企画政策課４件提案させていただいてございます。１点目、総合計画、総合戦略につ

いては今現在策定中ということでありまして、作成状況について。 

 ２つ目、清里のハイヤーの利用助成の関係につきましては、本年度から始まった事業でござい

ましてその状況、上半期の部分についてお知らせしたいというふうに思います。 

 それから３つ目のポイントカードの関係でございますが、昨年 10 月から始まって１年が経

過したということで、その利用状況について御説明をさせていただきたいと思います。 
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 それから４点目でございます。今回、保健福祉課関連で専決事項が生じましたので、その関係

についての内容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。それぞれ担当よ

り説明をさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課参与 

 議案の１ページになりますけれども、第６次清里町総合計画及び第２期まち・ひと・しごと創

生総合戦略の策定状況について、経過報告といたしまして説明させていただきたいと思います。

４月、５月においては策定委員との間におきまして、資料の送付や書面協議によります集約を行

ってございました。策定に係る基礎資料収集等を行ってございまして、これにつきましては５月

の常任委員会において報告をさせてもらっているところでございます。それ以降の進捗につきま

して１ページの方の記載から御説明差し上げたいと思います。 

１番ですけれども、６月からの策定状況につきましては６月 23、24、25日の３日間でグル

ープ会議で行ってございます。基本目標に係る審議という部分でこれまでの収集資料等の審議を

いただいているところでございます。その内容をまとめまして、７月 22日、庁舎内の各課長等

の会議であります企画委員会にて基本目標に係る協議を行っているところでございます。 

８月 11 日ですけどもその内容を踏まえて精査したものを基本目標の案ということで、審議

会の全体会にお示しをしました。６つの基本目標という形で説明をさせてもらっております。こ

の時はオンラインの会議ということで説明までという状況でございました。８月 28 日には庁

内の企画委員会におきまして、同じく基本目標とそれに連なる基本計画、重点事業の骨子という

ことで協議をしているところでございます。 

９月に入りまして、９月３日審議会の全体会を開催いたしました。こちらの部分で前回８月

11 日に説明した６つの基本目標についての決定をいただいているところでございます。その

後、基本目標、基本計画と項目等の庁内調整を行い 10月 22日、同じく庁内の企画委員会で案

となる基本計画や重点事業の協議を行ったという経過となっております。最新では 10 月 29

日、30 日及び 11 月 4 日の日程で、審議会でのグループ会議を行いまして、各分野の掲載内

容、重点事業等の説明を行い審議を行ったという状況でございます。 

２番目に参りますけれども、６つの基本目標の関係でございますが、資料１ページから２ペー

ジにかけて掲載しております第１章から第６章、この章のタイトルが基本目標ということでござ

います。これに連なる構成としまして、各分野という形でそれぞれ章の中に含まれている項目で

それぞれ基本的な計画等を詰めている最中でございます。 

３番目ですけど重点事業についての考え方です。今回、総合計画におきまして、重点事業とい

う形で取り組むものの設定を行うことにいたしました。重点事業につきましては、人口減少対

策、それから今回の総合結果にかかりますまちづくりアンケートで意見をいただいた持続可能な

地域の取り組みについて重点とします、まち・ひと・しごと重点事業という名称で設定をしてい

くことと考えているところでございます。 

これは今回の総合計画と同じく策定をいたします第２期清里町まち・ひと・しごと創生総合戦

略においての実施計画として取り組むという形で考えております。なお、総合戦略の中におきま
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しては御承知のとおり展開する事業の中では一定の目標設定等を行いながら示していくという

形で少し取り組む形になろうかと思います。 

３ページの重点事業にかかる体系図の御説明を差し上げます。総合計画と総合戦略における関

係を示させてもらっています。総合計画におきましてはまちづくりの将来像、それから６つの基

本目標、そして、その中に関わる各分野の基本的な方向性というものが総合計画の今回の審議の

内容でございます。それを踏まえまして、各個別計画、事業体系ということで、こういった部分

で事業を展開していくという図式に三角形のピラミッドとなっているところでございますが、そ

のうちの一部が重点という形になろうかと思います。 

そちらにつきましては第２期の黄色の囲みですけれども、まち・ひと・しごと創生総合戦略の

中で詳しく折りこんでいくと、そして取り組むという形で考えているところでございます。 

下段につきましては、重点事業と重点事業の分野の配置の関係でございます。こちらにつきま

しては、左から総合計画の将来像、まち・ひと・しごと総合戦略の分野と合わせた部分を置き換

えをしまして掲載をしています。基本目標につきましては総合計画の６つの目標を、まち・ひと・

しごとに概ね振り分けていくという形を整えているところでございます。 

その次には右側になりますけども、囲みの中、主な施策の例というところでございますが、そ

れぞれの分野の中で、先ほど申し上げましたとおり、特に重点として取り組んでいくものという

ことで現在のところは例示をさせてもらっているところでございます。 

基本目標では総合計画におきましては６つという形になっておりまして、この着色についての

説明を差し上げますが、次の４ページをご覧いただければと思います。４ページですけども、こ

ちらは国の第２期の総合戦略の基本目標という形になっております。こちらは４つの基本目標、

４つの基本目標を横断的に結びつけてという形に編み込む形になるんですけども、横断的目標が

２つという示しになっているところでございます。 

３ページの方で町の方で考える部分につきましては、６つの目標がございますので、これが４

つの中でどのようにそれぞれの分野が混ざったりしながら設けていくかということで２色だっ

たり単色であったりといった形で計上させてもらっております。こういったところから国の総合

戦略についても、対応域を持ちながら総合計画の重点事業、総合戦略としての位置づけを行って

進めていきたいと考えております。現在、このところまでが策定の状況というところでございま

す。以上で説明終わります。 

 

○池下委員長 

 担当より①について説明がありましたけども、何か御質問ありますか。よろしいですか。 

 それでは②いきます。清里ハイヤー利用助成券の交付及び利用状況について説明をお願いしま

す。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは私の方から企画政策課案件２点目、清里町ハイヤー利用助成券の交付及び利用状況に

つきまして説明させていただきます。資料５ページをご覧ください。本事業、各委員ご承知の通

り、清里町ハイヤー利用助成券交付事業につきましては交通手段に苦労している高齢者等の交通

弱者に対しまして、日常生活に必要な交通手段の確保、また外出を促すことで地域の活性化を図

る、そのような目的ということで令和２年度の新規事業といたしまして、今年４月からハイヤー
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利用に対する助成券を交付するというようなことで支援を行ってまいりました。事業開始より半

年が経過いたしましたので４月から９月までの上半期分の助成券交付状況、また券の利用状況に

つきまして整理いたしましたので状況報告をさせていただきます。 

 表の１番、交付状況でございますけれども、上半期での合計の交付件数でございますけれども

219 件の申請がありましてその全てに交付決定をしているところでございます。また交付した

助成券の枚数、これは地区ごとに変わってきますのでその全体合計数となりますが 9,650枚と

いうことで１枚あたり 500 円分の助成券という形ですので単純計算いたしますと 482 万５千

円分というような状況になってございます。 

 続きまして２番目、実際にこの半年間使用された助成券の利用状況でございます。上半期分の

合計額で申し上げますけれども、半年間で 1,471件の利用回数がありまして使用された助成券

の枚数は 2千 460枚、支援金額といたしましては 123万円分となってございます。 

 表の欄外に記載いたしましたけれども、この半年間での全体の利用状況に対しまして医療機関

などでの利用された件数がどれくらいかということで別に集計しましたところ411件ありまし

た。全体の３割ほどかなというところでございます。 

 また医療機関等のそれごとの件数も集計してございます。記載のとおりでございますけれども

町内の診療所で全体の３割以上、町内の薬局で２割以上、整骨院それから歯科医院それぞれで全

体の１割以上の利用というような実態となってございます。まだ事業開始より半年間の分の状況

ということでございます。数値的に低い、利用実数が少ないなというところも分析をしていると

ころでありますが、この後本格的な冬を迎えて利用実態も増えることも想定をしてございます。

本事業の取り組みにつきましては、当面の間、継続する必要があるかなというふうにも考えてお

りますけれども１年間のまずは利用実態、それも見ながらまたその他様々な状況も緩和しながら

事業改善に取り組んでまいりたいなというに考えてございます。御理解などよろしくお願いした

いと思います。私の方からこの上半期分の清里町ハイヤー利用助成券交付及び利用状況としての

説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より②のハイヤー利用助成券の利用状況について説明がありましたけども、何か

ご質問ありますか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 前回も説明あったかもしれないですけど、対象者に対しての配布率というのはどれくらいかわ

かりますか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 全体の対象者の把握の部分でいきますと、単純計算でいきますと町内に 75 歳以上ベースで

免許持っていない方というところでは480人ほどになるかなというふうに当初想定をしてござ

います。これにつきましては施設入所者、長期入院者これも全部含まれての数というような状況
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というところで考えていただければなというふうに思います。実際の部分でいきますと、まだま

だ半分の申請には至っていないのかなというふうにも考えてございますけれども、この部分もま

だ分析ができているところでありませんが、本格的な冬を迎えて少し申請も伸びてくるかなとい

うふうにも思っているところでございます。この部分も継続的に制度の周知というところでは進

めていきたいと思ってございます。 

 

○池下委員長 

 他、前中委員。 

 

○前中委員 

 今年度の目玉的な施策としても期待していた部分で、今上半期の数値がここに出てきたんです

けども、担当課としてこの状況をどのように捉えて、それに見えてきた課題、上期に向けて１年

通してと説明ありましたけども、上期は上期なりの状況、このコロナ禍の中での利用実態という

のも加味されているのかなと思いますから、現状で見えている課題、そしてどのような問題点が

あったのか、どのように認識されているか、課としてお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御質問でございます。先ほど担当の主幹からも説明をさせていただきました。今

回、上半期分のハイヤー利用の助成につきまして今回報告をさせていただいたことでございま

す。現在先ほど言ったとおり、まだ対象者の半分かなというふうに認識して、今後も先ほど言っ

たとおり広報等での周知、徹底が必要かなというふうに思っているところでございます。 

 今年度から実施した事業ということで最初の対象者の設定、それからハイヤー業者との話し合

いの中でも色々とやっているところでございますけども、今回については 75 歳以上という年

齢設定、障害の方ということで設定させていただきました。当然御意見とかありますし、総合計

画への色んな部分のアンケート調査の中でも地域交通というのは大きな部分かなというふうに

思っておりまして、いろんな部分でご意見等をいただいているところでございます。 

 今現在まだ上半期、今年度、委員からもありましたとおりコロナ禍ということで外出を控えた

部分もあるかもしれません。また、夏場ということで徒歩であったり、他の方の車に乗っての移

動もされたとか自転車とか使ったという部分もあります。今現在、この数字はどうかということ

についてはまだまだ分析等が必要かなと思っておりますし、実際、当初想定してなかった医療機

関への部分についても追加した部分でございますし、その辺も含めましてその実際の利用の中身

について、つぶさに検証しなければならないかなと思っておりますし、ハイヤー業者とももう少

し細かい部分で、また、それぞれの地区ごとにはどうなのかということを含めた分析も必要かな

と思っていますので、それを踏まえて今後この分については保健福祉課や教育委員会、いろんな

部分で関係課とも連携しながら、この事業をさらに充実できるように進めていければなというふ

うに思っているところでございます。 
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○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今課長の方からも説明ありましたけども、やはりこういうような実績に基づいたきっちりとし

た検証、データの積み重ね、説明の中に地域性のデータも今後しっかりとプロットしていくとい

う説明なので、そこはそれとしてしっかりやっていただきたい。それと同じようにこの時間帯と

いうところもしっかりと検証して、これは総合計画の中にもありますけども地域交通という部分

の大きな課題に対してのアプローチ付けの中で、この貴重なデータ、数値をしっかりとたたき台

の上の中で地域交通網の構築に向けての検討する上では本当にこの細部にわたっての検討をや

っていただけなければ、なかなか目に見えないものが見えてくるものが出てくると思うので、そ

こら辺をもう少し細部にわたってデータの検討チェック、あるいは利用実態における個人なのか

複数人が乗客しているのか、そこまで多分わかると思いますから、そこら辺も含めてお願いした

い。もう現に私のところにも来ていますけども、もうタクシー券がない、困窮されている実態、

そうは言っても行政は１年間という、本当に困っている町民もいる実態を合わせてしっかりとど

うするのか検討できるものは検討していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

今委員から御指摘等ありました利用実態、分かる範囲でつぶさに検証したいというふうに思っ

ております。お話ありましたとおり、助成券の適正な交付枚数ですとか地域性それから対象者、

これらについてもまだ上半期ですけども今後も含めて分析をしていかなければならないかなと

いうふうに思っています。それから途中出ました地域交通の関係ついて、ハイヤーについてはあ

くまでも１つの素案というふうにと思っているところでございます。前々から議員各位からも言

われている部分、それから先ほど言いました今後、総合計画でもありますし、色んな部分でこの

地域交通というのが重要な部分ということも聞いております。こちらも認識しているところでご

ざいますので、今現在、庁内の部分では庁舎内でやっておりますし、また広げる部分では当然利

用者とか色んな部分出てくるかもしれません。今現在、交通形成の指針等も作りあげる予定をし

ていますけども、それらも含めてハイヤー利用助成については充実をさせて行きたいというふう

に思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 ほか、古谷委員。 

 

○古谷委員 

 関連した部分なんですけども、今回つなぎの事業という形の中で４年５年というふうに課題に

なったものが公共路線バスの廃止、特定地区については非常にそういった公共交通手段がないと

いう形の中でも高齢化した中において、通院や更には買い物含めて、また高齢者同士の交流を含
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めて非常に逼迫した状況の中でなかなか仕組みができない中で今年度つなぎ事業という形の中

で立ち上げて、私が聞いている範囲、見ている範囲においても免許を返納して使えるようになっ

た。これがあって良かった、助かっているという方も多いですし友達同士でこれを使いながら３

人とか乗りながら病院行って、逆に今、前中委員からあったとおり、もう使い切ってしまって病

院とか行きたいけど、どうしたらいいんだろうかという声も聞こえますし、逆に、来年４月から

はどうなるんだろうか、もう先が見えない、どうなるんだろうか。そういった意味で今課長から

答弁があったとおり、総合計画の中においてもこれは前期計画においても、今期計画においても

地域公共交通の確保というのは何回も何回も言われてきて、具体的な施策の落とし込みはずっと

遅れているだけであって、しかも、まち・ひと・しごとについてもやはりそういった形の中で具

体的な重点事業、施策をどこに置くかという形の中において、先ほど主幹の方からは下半期も含

めた全体的な状況をしっかりと検証した上においてというお話ありましたけど、やはり第６期の

総合計画やまち・ひと・しごとの中において、具体的な施策として重点的なものとしてしっかり

と地域交通のやつをプロットしないと、結局また１年、2年検証しましたという形で、今つなぎ

でやっている施策を恒常化してしまうというリスクも背負っているし、緊急度の度合いです。そ

の辺の認識が今回の総合計画とまち・ひと・しごとを含めた部分で高齢化率と、札弦や緑の地区

における高齢化率の高さ、そういった実態を含めてもう少し検討されるのは結構ですし、分析さ

れるのも結構ですけども、施策的なスピード感、事業のスピード感をここでアップしていくこと

が住民の安心感、そういったものに繋がっていく、そのように考えるところですが現段階におい

て新年度予算においては単純に現在の事業、多少の見直しを行う中において継続する事業として

考えているのか、それとも町長の一般質問の答弁にあるとおり、つなぎの事業なんで早い段階に

おいて新たな公共交通の仕組みに切り替えていくとそういった具体的な検討を現段階において

されているのかどうか。あわせてご答弁願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま古谷委員より地域交通の関係について御意見等いただいたところでございます。今年

から行いましたハイヤーの利用助成券については検証しながら内容の充実を図っていきたいと

いうふうに思っております。また、全体の地域交通の課題でございます。先ほど言いましたとお

り総合計画まち・ひと・しごとの中でも課題ということで認識をしているところでございます。

公共交通の課題、それから今後の例えばどういう形でやっていくか再編の方向性を十分に今検討

しているところでございまして、今現在まだ来年度からということまではまだ決まっておりませ

んが、やはりあくまで今やっているものについては、１つの手段というふうに認識しておりま

す。交通のあり方全体でどういう方向性で良いかということについては今、緊急度の関係も出ま

した。早急の課題と認識しております。試験的なバスとか色んな部分でどういうことができるか

ということは内部でも話していますけれども実際に具体的にどうだというところまでは言って

いませんので十分に今言ったとおり早急な対策が必要というふうにも認識しております。十分に

検討させていただきたいと思っておりますので御理解いただきたいと思います。 

 



‐31‐ 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

検討については十分理解しているので、地域交通については非常に全国各地でも先行事例が沢

山あってその課題も整理されていて、それをどういう形でうちの町に落とし込むかというレベル

じゃなければ、課題の検討じゃないと思うんです。すでにレベルは。全くそういった事業が北海

道内においても全国レベルにおいてもこういった過疎地域で展開されていないわけではなくし

て、それをどういう形で当町における課題に対応する仕組みとしてきちんと施策事業として落と

し込むかというレベルでの検討をぜひお願いして当初から年度当初で駄目であれば年度途中か

らでもかまわないわけであって、全て４月１日からスタートしろとは言いませんけれども、やは

りもう少し現実的な町の抱えている課題、生活者の課題というものを親身に受け止めて前向きに

仕組みと予算こういったものを見える形にしていただく。じゃなければ今やっている第６次総合

計画の色んな目標でそういったものを掲げても具体的な施策や事業が見えてこない。抽象的な表

現や形、今回、総合計画の中でも基本構想と基本計画しか作らないわけですし、まち・ひと・し

ごとの中においても、４つの目標と２つの横断的目標、それは具体的な施策事業という形で具体

的に見える形にしていかないとほぼ意味がないというのが事実であって、そこに対する取り組み

をぜひ仕組みとして検討するという中の前向きな取り組みをぜひ要請したいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまのご質問の地域公共交通の関係でございます。庁内内部での会議はもちろん地域公共

交通については担当の方で札幌での会議、また管内でも実は先月あったんですけど、それについ

て実際に進んでおります津別町の交通計画を作成しましたところの事例、また専門家の方とも個

別の相談みたいな形での話し合いについては札幌、網走でも近隣で集まって、近隣の状況も過疎

地域で進んでいる別の実態もありますので、その辺もお聞きしながら、うちの町にとって本当に

どういう仕組みが良いのか今色々検討しているところでございます。今いただきました御意見等

について前向きに進めていければというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ご存じのとおり、国土交通省自体がやっと今年になってから地域公共交通の計画を各市町村に

義務化はしないけれども作ることをお勧めしますと。それ自体が遅いわけであってそれに合わせ

ながら計画のための事業をやる必要はないと思います。具体的な課題は明らかだから課題に向け

ての施策事業を展開するという立ち位置、今から計画を作りますとか、地域公共交通の計画を作

って、それを検討してアンケートをとって、また計画を作って。これは３、４年かかるというの
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が明らかなわけであって、既にもう４年、５年議論してきた経過を踏まえた中において課題も明

確になってきた。それを施策として事業としてどう落とし込むかというところに集約した検討を

していただきたい、計画そのものは必要じゃないと思いますから。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 言われました交通計画の関係につきまして、うちについては先ほど言いましたけども計画に準

じました交通網の形成指針みたいな形で現状や課題ですとか再編の方向性ですとか、いろんな部

分で庁内のひと・もの・しごとの把握とかも含めてということは考えてございます。今、古谷委

員言われた部分の計画自体のメリットは正直な話、担当としては感じていません。計画について

今現在は指針的なものは把握の中でやろうと思いますけどそれについてはどうかなと思ってい

ます。実際の課題を分析する中、仕組みづくりというのを進めて行かなければ思っておりますの

で御理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 実態は９千 650 枚の配布で使用枚数が 2 千 400、４分の１ぐらいなのかな。今担当の方か

ら冬になればいくらか利用も増えて来るのではという見解があったんですけど、使う側の人にし

てみれば不足している位の人もいるということで、やっぱり本当に困っている部分にきちんと恐

らく役所としては一律に捉えた形の中で 75 歳以上の免許のない人、480 人ですか。そういう

捉え方をする部分と本当に困っている部分という捉え方、両局面があるんじゃないかなと。実際

にしていく部分については困っているところにきちんと行政の支援とかが届かないとまずいん

じゃないかなと思います。そう考えた時に、あくまでも一律の条件のもとに配布した方、結果と

してはそんなに利用が伸びて行かないところで表れてきているのも含めて、検討の余地はあるの

ではないかなと思うんですけど、そこら辺をどのような形で余り不公平感のないようにしなくて

はならない中で良い方法を見出していただきたいなとそのように思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま勝又委員からのご質問でございます。先ほどからの繰り返しになるかもしれませんけ

ども、今年度今上半期の部分しっかりと状況等を分析する中、本当に困っている方についてその

辺も対象者それから交付枚数、今回についてはこの部分から始まったということで、地域ごとに

ある程度の枚数を変えて交付させていただいた部分がありますけど、今いただきました御意見等

も含めながらより充実した内容にできればと思っているところでございます。 
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○池下委員長 

 他に、ありますか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今まで色々と意見が出ているんですけど、もしかしたら聞き漏れだったかもしれませんが、利

用状況の中で医療機関の方が全体の 28.14％ということで良いんですね。今回使われた部分の

うち病院等の関係で使われたのが 28 パーセントということで良いのかなと思っているんです

けど、それでよろしいですか。その中で考えていたのが、思った以上に低いなと思ってしまった

んです。もうちょっと医療機関の方で使われていくものなのかなと思ったので、先程分析とかま

だ出来ていないというお話だったんですが、もし今わかっているのであれば医療機関以外で使わ

れていたというのは買い物とか温泉とかそういう所なのか、それ以外何か思っていなかったもの

が何かあったのか、そこだけ聞かせてください。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 実際の利用の状況ということで、委員のお話のとおり、医療機関で使われた部分としましては

上半期分の全体の件数 1,471件に対して 414件、これが 28.14％という状況でございます。

この医療機関以外 1,000件ぐらいあるというような状況でございますが、もちろん様々な部分

で行き先がなってございます。どこが多いかというところも特にはないんですけども、やはり買

い物で使う部分また個人の自宅まで行く部分、あと例えば飲食店に行く、遊技場まで行く、いろ

んな部分で使われているというところで、そういうところでは押さえております。こういうお店

で何件というところまでは押さえてございませんが、様々なところで活用されていると認識され

ています。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 もう１点の確認だったんですけど、先程前中委員からもあったんですが、時間帯というのがも

のすごく重要だと思うんですが、時間帯もデータは取れているんですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 申し訳ございません。時間帯のどこの時間で利用したというところでは把握はできていないと

いうところです。この後、確認をしていきたいと思います。 
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○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 かなり重要なところかなと。場所も目的もそうですけども時間帯ってかなり重要になってくる

と思いますので、きっちりデータを取っていただきたいと思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今伊藤委員からありました関係につきましても、しっかりと業者とも提携を取りながら検証し

ていきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それではないようですので③番、きよさとポイントカード利用状況につ

いて説明をお願いします。担当。 

 

○地域振興Ｇ総括主査 

 それでは私の方から今年９月末で１年を迎えました、きよさとポイントカードの利用状況につ

いて説明させていただきます。６ページをお開き願います。 

 まず１、利用件数についてでございますが、合計件数 2,417件の登録がございます。そのう

ち男性が 903 件、女性が 1,379 件、親睦会や団体等の登録が 135 件ございます。また、町

内、町外という区分けでいきますと町内の方や団体で 2,139 件、町外の方での利用が 278 件

の登録がある状況でございます。 

次に２、ポイントカード月別利用状況でございます。項目ごとに月別のポイントカード利用状

況を示してございます。主な項目について説明いたします。表の４段目、会員購買金額でござい

ますがきよさとポイントカードを提示して買い物を行った金額が５億 6千434万７千 545円

でございます。月額平均約４千 700万円の買い物を行っている状況でございます。次に表の８

段目、進呈加算ポイントでございますが買い物をした時に付与されるポイントや現在行っていま

す現金チャージ時に付与されるポイントが、合計 1千 158万７千 589ポイント付与されてい

る状況でございます。宿泊・飲食業消費拡大支援事業を開始した令和２年７月からポイントが増

加しているような状況になってございます。 

次に、表の９段目、利用減算ポイントでございますが、貯まったポイントを使用したポイント

が 528 万９千 901 ポイントある状況でございます。こちらも７月からの使用ポイントが増え

ている状況でございます。 

次に、表の下から３段目、チャージ金額でございますが、きよさとポイントカードに現金をチ

ャージした金額の合計が１億１千 725 万 389 円となってございます。コロナウイルス感染拡

大防止の観点からキャッシュレス化が少しずつ浸透してきていると思われるところでございま
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す。最後に一番下段のチャージマネー支払額でございます。先ほどのチャージ金額を幾ら使用し

たのかという金額になってございます。１億 546 万６千 48 円使用している状況でございま

す。各種事業により少しずつ町民の方にきよさとポイントが普及してきていて、身近なものにな

ってきているのかなと思われるところでございます。以上で、私の方からの説明を終わらせてい

ただきます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま担当総括主査からポイントカードの利用状況について説明させていただきました。実

はこの関係９月の決算委員会のときにポイントカードの新規会員数の御質問がございました。そ

の中であの時は９月末だったので８月末の状況ということで、実は私の答弁で会員数 3,266と

いうことで８月末で答弁しました。実は今回１年経ったということで色々検証した中で私が言っ

た3,200強というのが実は町で補助とかを行っております例えば子ども子育て世帯への応援給

付金事業、これカードでやっておりますのでその関係の枚数も入っていた数字ということで９月

の決算委員会の時は 3,200ということで答弁をしてしまいました。今現在の実際の利用件数に

ついては先ほど言ったとおり2,417ということで９月の時のを訂正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いただきたいというふうに思います。 

その関係で、二段目の当月購買会員数、例えば令和２年７月、８月については 2,417を超え

ております。これについては先ほど言ったとおり、その分が入っているということで実際の会員

数との相違があるということでご理解いただきたいと思います。実際の会員数については

2,417ということで御理解いただければというふうに思っているところです。 

 

○池下委員長 

 今、きよさとポイントカード事業利用状況について説明がありましたけど、何か委員の皆さ

ん、ご質問ありますか。よろしいですか。それでは引き続き、４番目の令和２年度一般会計補正

予算（第７号）専決処分について説明お願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは企画政策課案件４点目、令和２年度一般会計補正予算（第７号）専決処分につきまし

て説明させていただきます。第７号補正につきましては、地方自治法第 179条第１項の規定に

基づきまして、10月 19日付けで専決処分しておりますのでご承認を賜りたいというふうに存

じます。資料７ページをご覧ください。 

事業内容につきましては、この後の産業福祉常任委員会におきまして、担当の保健福祉課より

詳細説明がされるところではございますが、今回の補正対応、保健福祉総合センターの設備修繕

に関するものでございまして、熱交換器の電磁弁を制御する自動制御盤デジタル指示調節計が故

障したことにより、施設維持に緊急的な修繕が必要であったというようなことで、10月 19日

付けで補正の専決処分を行ったものでございます。 

補正額につきましては、歳入歳出それぞれ 278万９千円を追加し、予算の総額を 65億 498
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万９千円とするものでございます。歳出は、衛生費で保健福祉総合センター管理運営事業といた

しまして 278 万９千円の補正、歳入は、この 278 万９千円を地方交付税より財源充当いたし

てございます。８ページにつきましては事業の概要ということでご覧いただければと思います。

以上で令和２年度一般会計補正予算（第７号）専決処分についての説明とさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま④について担当より説明がありましたけども何か委員の皆さん、ご質問ありますか。

よろしいですか。それでは今日４点ありましたけれども、４点何か御質問漏れがありましたらお

伺いしたいと思いますが。よろしいですか。それでは企画政策課全般を通して、何か御質問あり

ましたら。それではこれで企画政策課終わりたいと思います。御苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 次回委員会の開催についてお願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが 12月２日水曜日、この会場で行う予定でございますので、よろし

くお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな３番、その他。何かありましたら。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

 これで、第 15回総務文教常任委員会を終わります。御苦労さまです。 

 

 （閉会  午前 11時 14分） 

 


