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第３回総務文教常任委員会会議録 

令和２年２月 26日（水） 

    開 会  午前 ９時 00分 

    閉 会  午後 ０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 

●消防署清里分署 

①令和元年度一般会計補正予算（清里分署所管分） 

 

●生涯学習課 

①令和元年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分）  

②債務負担行為の補正について  

③認定こども園の整備について  

④高校支援総合対策事業について  

 

●総務課 

①令和元年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

②清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について  

③特定事業主行動計画について  

 

●企画政策課 

①令和元年度一般会計補正予算（第６号）  

②令和元年度一般会計補正予算（企画政策課所管分）  

③清里町商工会ポイントカード事業について  

④清里町行政連携ポイント取り扱い要綱について  

⑤地域おこし協力隊の募集について  

 

 

２．決議について 

「民族共生の未来を切り開く」決議（案）について  

 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．その他 
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○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 

 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

■消防署長        岡崎  亨    ■庶務係長       君島 晴男 

■教育長         岸本 幸雄    ■生涯学習課長     原田 賢一 

■生涯学習課主幹     三浦  厚    ■社会教育Ｇ総括主査  泉井 健志 

■学校教育Ｇ主査     小泉 めぐみ   ■社会教育Ｇ主査    武山 雄一 

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

■管財Ｇ総括主査     北川  実    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

■企画政策課長      伊藤 浩幸    ■企画政策課主幹    阿部 真也 

■まちづくりＧ総括主査  新輪 誠一     ■まちづくりＧ主査   半澤  忍 

■地域振興Ｇ主査      横畠 敏樹    ■まちづくりＧ主査   長屋 智洋 

■保健福祉課長      野呂田成人 

 

  

○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 

  ただいまから、第３回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長  

１番、町からの協議報告事項について。 

清里消防分署から１件出ておりますので説明お願いします。署長。 

 

○消防分署長 
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 消防署清里分署からの提出議題であります、令和元年度一般会計補正予算（清里分署分）につ

きまして、担当係長より説明させます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○庶務係長 

 令和元年度一般会計補正予算（清里分署所管分）について、３月定例議会に提案する補正の内

容につきましてご説明いたしますので、１ページをお開き願います。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費の斜里地区消防組合本部負担金事業につきましては、消

防本部職員人件費等の減額であり、負担割合に基づき清里町負担分 49 万３千円を一般財源で

減額いたします。 

次に８款消防費、１項消防費、1目消防費の斜里地区消防組合清里分署負担金につきましては

実行見込により常備消防費負担金は消防車両の過積載是正に関わる修繕料で 46 万１千円の減

額、一般職退職手当組合負担金は負担率確定により 100万円を減額いたします。 

下の段、消防施設費負担金は、消防車清里分署事務室改修工事請負費で 13万６千円の減額、

消防自動車購入費で 84万１千円の減額となります。これにより合計 243万８千円を一般財源

で減額いたします。 

以上が令和元年度一般会計補正予算（清里分署所管分）の説明となりますが、斜里地区消防組

合の第１回定例会がきたる２月 28 日に予定されており、その定例会にただ今説明いたしまし

た令和元年度補正予算案を上程することとなりますので、ご理解を賜りますようお願いいたしま

す。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より説明がありましたけれども、令和元年度一般会計補正予算何かご質問ありま

したらお受けいたします。よろしいですか。 

それでは消防分署全般として何か御質問がありましたらお受けしたいと思いますが、よろしい

ですか。それでは消防署清里分署これで終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 引き続き、生涯学習課４件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。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課からは４件でございます。まず１件目が令和元年度一般会計補正予算実行

補正の部分でございますが、各担当よりご説明申し上げます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 
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 それから生涯学習課補正予算主な内容につきまして、ご説明いたします。まずは学校教育グル

ープ関係分となります。１段目飛ばしまして二段目、清里高校総合支援対策事業についてであり

ます。例年実施させていただいてございます４月入学予定生徒への保護者に対しまして、入学支

度金を支給するための予算を補正計上してございます。所要額につきまして報償金としまして

350 万円予定者数 35 人程度を見込んだ中での積算をさせていただいてございます。またこれ

にあわせまして、現計予算の減額補正でございます。各種事業の補助金、執行状況によりまして

残額を精査しまして総額299万４千円を減額しまして総体差引補正額は50万６千円の増額を

計上させていただきたいと考えてございます。財源につきましては全て一般財源となります。 

続きまして３段目、学校給食費補助事業でございます。こちらにつきましては保護者の経済的

負担の軽減を図るためでございますが、現時点での給食数の実績見込みによりまして補助金

120万円を減額するものでございます。財源は全て一般財源となってございます。 

続きまして４段目、教育委員会費コミュニティスクール推進事業でございます。これにつきま

しては、事業の実績精査によりましてコーディネーターに係る賃金 80万円、社会保険料５５万

２千円を減額するものでございます。財源は全て一般財源となります。 

続きまして教育諸費、遠距離通学バス業務委託事業でございます。この事業につきましてはバ

ス運行実績の精査によりまして、委託料 400万７千円を減額するものでございます。なお財源

につきましては、遠距離通学費補助金が 710 万円の減額、一般財源が 309 万３千円の増額と

なってございます。 

続きまして教育諸費、幼稚園就園奨励費補助事業でございます。この事業につきましては幼稚

園就園にかかります保護者の経済的負担の軽減を図るものでございますが、法律改正によりまし

て 10 月以降の部分につきましては、幼児教育無償化事業の対象となりましたので補助金 466

万９千円を減額するものでございます。財源につきましては、幼稚園就園奨励費補助金 87万２

千円の減、一般財源 379万７千円の減額となってございます。 

一番下段、小学校費、教育振興費の清里小学校児童・教師用パソコン更新事業でございます。

入札執行残額の 273 万８千円を減額するものでございます。財源は全て一般財源となります。

申し訳ありません。補正後の事業費が漏れてございました。一般財源は事業費同額の２千 405

万５千円となります。２ページをご覧いただきたいと思います。１段目、小学校教育用ソフト購

入事業であります。入札執行残額 108万２千円を減額するものでございます。財源は全て一般

財源となってございます。こちらも補正後の事業費が漏れてございました。一般財源事業費同額

の 117万３千円となってございます。 

２段目、中学校費、教育諸費、清里中学校生徒・教師用パソコン更新事業でございます。こち

ら入札執行残額 155 万５千円を減額するものでございます。財源は全て一般財源となってござ

います。こちらも補正後の事業費が漏れてございました。一般財源は事業費同額、１千 905万

６千円となってございます。資料の訂正をお願いいたします。 

続きまして社会教育グループ関係となります。説明員交代します。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 
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 続きまして、社会教育グループ関連でございます。資料１ページにお戻りください。はじめに

表の一番上、２款総務費、４項庭園のまちづくり事業費、１目花と緑と交流のまちづくり事業費、

町民海外派遣研修事業でございますが、本事業につきましては今年度の参加がございませんでし

たので事業補助 120 万円を減額いたします。財源は全て一般財源であります。 

続きまして、次のページ２ページの上から３段目、９款教育費、４項社会教育費、３目生涯学

習総合センター費、生涯学習活動車運行業務委託料でございます。こちらにつきましては事業実

績としまして１月のスキー事業がなくバスを利用しなかったことなどを含め、全体的な各月の運

行件数の減少などから今後の執行予定額を残した上で残額の事業費の委託料526万１千円を減

額いたします。財源につきましては学習活動車運行事業債 200 万円の減、一般財源 326 万１

千円の減でございます。 

次に、５項保健体育費、４目スキー場管理費、緑スキー場受電設備改修事業でございます。本

事業につきましてはスキー場の電気設備における変圧器等の老朽化に伴いまして安全に電気を

供給する必要があることから更新を図るものでありますが、事業実施に当たっての入札執行残が

ございますので工事請負費 107万２千円を減額いたします。財源につきましては公共施設整備

基金からの繰入 100 万円の減額、それと一般財源、７万２千円の減でございます。 

以上が主なものとなりますが、この他事業執行及び入札に伴う執行残の一部減額につきまし

て、少額でありますが補正予算計上してございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 令和元年度の一般会計補正予算について説明がありましたけども、委員の皆さん何か御質問が

ありましたらお受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 補正そのものについては良いんですけれども、前回の委員会の令和２年度の主要施策の説明に

もなかったんですけど今回中学校、小学校の教員用と児童用のパソコンの執行残は補正で、全体

当初予算で４千 500 万、執行で４千万、国の補正で今回１人１台のタブレットをきっとプログ

ラミング教育が新しく始まっていくという方向の中で全ての子供達に１台という形で既に補正

の中で近隣市町村においても既に補正で２年、３年契約の措置をしてきた部分があったりとか、

新年度の中で予算を、うちの場合は新しく全部替えました、１人１台新しくタブレットという形

で新年度の予算の中で説明がなかったということは新年度は見送りという形だと思うんですが、

その辺はどのような措置を新しく替えた１人１台の国の補正が入ってきたという形も含めて前

回の委員会の中では前々回かな、この予算が出た時に過去のものをおおよそ使えないといった時

にサイズ的にいいんじゃないと。処分の話も出てきたわけで今回新たに全部替えました、そした

らまた１台全員にタブレットが入りますといった形の中で整理をどのようにされたか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの小学校中学校のパソコンの関係でございますが、令和元度に入れましたパソコンに
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つきましては、パソコン教室のパソコン、それから教員のパソコンということで全部オペレーシ

ョンシステム Windows の変更に伴う入れ替えでございました。今回国から出てまいりました

ものにつきましては１人１台実を申しますと、具体的にこれをどう活用するかという詳細までは

出てはおりませんが基本的な考え方といたしましては、例えばワードやエクセルといった一般的

に使われるパソコンに入っておりますソフトこのようなものが一人１台のタブレットに入って

くるわけではございません。基本的にはクラウド、外部のサーバーにございます学習素材にアク

セスをして授業の補填をするというものでございます。例えば今回、新しい教科書の中にはＱＲ

コードが入っているページもございます。それをタブレットで読み込むことによって、しかるべ

きサイトに飛んでそれを副教材として活用するという方法でございます。 

ですからパソコン教室にあるパソコンで、一般的なパソコンのワード・エクセルを含めたパソ

コンの学習をするということとは分けて、タブレットというのは、パソコンというよりも、あく

までもデジタル教科書に近いものというふうにすみ分けをしていきたい、そのようなことで国も

今導入を進めているところでということで本町は理解しております。 

なお、新年度当初予算計上してございませんが、現在利用の仕方、それからタブレットの機種

選定と学校の現場と協議をしているところでございます。これにつきましては令和２年度の補正

予算で提案をさせていただきたいということで、現在進め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 

 基本的な考え方については理解をしたということなんですけども、極めて新しい学習指導要領

の関係で展開の仕方が違って積極的にＩＴ各種入れていきましょうと教科についてもタブレッ

トを中心にして今、クラウド使いながら学習の仕方も変わってくるという方向の中で展開されて

いくと思って、今回更新した機能は違うという話なんですけれど、実態的には教室におけるタブ

レットを中心とした学習が主体となってきて、ワードやエクセルを子供たちがどうするかという

のは別の話になってくると思いますけれども、その辺の具体的な方向性、6 月補正なのか 9 月

補正なのかわかりませんけれども、明確にきちんともう一回整理されて、極めてわかりやすい形

の中でぜひ提示願いたいというふうに思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 現在、早急に整備を進めているところでございますので、そこの方向性きっちり見極め、精査

できた段階でまた御説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。伊藤議員が質問したいということでよろしいですか。 
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○伊藤議員 

 総務費の４項庭園のまちづくりで、今回、町民海外派遣研修事業補正として減額ということな

んですけれども、先ほどもおっしゃっていましたけれども、利用実績がなかったということだと

思っているんですけれども、実質この事業、過去何年くらいまで遡っていくと利用実績があった

かというのは今わかりますか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 細かい数字、ここに細かい数字は遡ってはわからないんですけれども、昨年１人利用実績がご

ざいました。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 昨年１人ということなんですけども、以前はどれ位あったんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 手元に資料ございました。平成２年に始まりまして、平成 14年までは 10名程度がございま

した。その後４年程ほど間が空きまして、これが記憶が曖昧なんですが、参加者がいなかったの

か曖昧でございますが、その後、まなびすと海外派遣研修事業というふうに改めまして、ニュー

ジーランドに限らない方式に変更した後、５人から６人程度の参加者で５年ほど続きまして、１

年あきまして７名ということでございます。また平成 26年から 29年、参加者がおりませんで

した。そして 30年度が 1人で令和元年度がいなかったという状況でございます。 

 

○伊藤議員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 確認だけさせていただきたいんですけれども、コミュニティスクールの推進事業。これも減額

補正が出ているんですけれども、この臨時職員賃金 80万。ちょっと大きい数字かなと思うんで
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すけれども、この勤務実態を当初どのように捉えて前回の委員会の中でコーディネーターの関係

をやっていくという説明があった部分なんですけれども、そことの整合性。実態は今後上手くい

くのか。前回は多分コミュニティスクールの委員さんの賃金も入った委員会説明があったから、

また今回はこの臨時職員賃金という部分ですけれども、どのような職員なのかと明快に答えてい

ただければと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 今回の補正部分につきましては、コミュニティスクールのコーディネーターにかかる賃金でご

ざいます。コミュニティスクールの推進委員さんの部分ではございません。年度当初、ほぼ毎週

入るのではないかという想定のもとでコーディネーター半日が週半分程度入るという形で、毎週

入るのではないかという想定でいたんですが、事業の実績等やってはいたんですけれども、想定

以上に学校現場とのすり合わせを行っていったのですが、さほど稼働しなかったというか、活動

はしているんですけれども、予想以上の勤務状況ではなかったということで今回減額をするとい

う形になっております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今、週１ということなんですけども、この雇用形態をどう捉えたらいいのか。今の話で社会保

険料臨時職員賃金も計上しておられるのだけど。雇用形態はそういう雇用形態なんですか。週１

ということで。 

 

○生涯学習課主幹 

 あくまで雇用形態につきましては勤務を要する日という形ですので、定期的なものではなく業

務の部分で出てきた中でという形でいわゆる日額という扱いの時給計算で勤務形態という形に

なっております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 細かくなりますけれども日給月給ということですよね。１日出ていくらということですよね。 

 

○池下委員長 

 担当。 
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○生涯学習課主幹 

 １日出て、その時間勤務ですね。時給計算でやっております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 何時間出て来られていたんですか。この減額ということになると。そこら辺はしっかりお聞き

しとかないと。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 月によってバラバラではありますが、平均的にいきますと月 10日程度。 

 

○前中委員 

 では 120日でいいんですか。 

 

○生涯学習課主幹 

 月 10日で半日という形になります。ですので、４時間の 10日で月 40時間。という形にな

ります。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 月 40 時間という説明であったんですけども、前回の委員会でもコーディネーターを推進す

るというのは出てはいるんですけども、それとの金額査定の差が今の説明になると整合性がとれ

なくなるんだけど。今後も月 40時間ですか。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 今年度実績等については初年度ということで動いてないところもございますが、来年度の予算

につきましてこの実績よりは稼働を増やす様な形で考えて予算の方は増やしてございますので、

最終的には令和２年度は 60万程度の予算を予定しているという形で今想定をしてございます。 

 

○前中委員 
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 頑張っていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の事に関連して、予算の絡みもあるんですけど元々コミュニティスクール事業も始まりまし

て、年間どれ位開催予定をしていて実質どれぐらいの開催だったのか、はっきり教えていただき

たいんですけど。 

 

○池下委員長 

担当。 

 

○生涯学習課主幹 

コミュニティスクールの推進協議会につきましては元々年３回予定しておりまして３回ほど

会議を予定してございます。コミュニティスクールのコーディネーターの活動実績につきまして

は学校側との調整も含め想定した範囲でいたんですが、先ほどの説明通り、実際地域との方の調

整が早く進んだ中で活動時間が短くなったという形もありまして、こういった実績になってござ

います。 

コミュニティスクール事業を学校含めまして、今後推進していくためにもまだまだ頑張ってい

ただきたいと思ってございますので予算的な部分では本年度の実績よりは加味した形での予算

計上をしていきたいと考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

コミュニティスクールの推進会議を年３回やって、それは実行されたと。それ以外のその地域

のコーディネーターの絡みの集まりが想定していたものよりも少なかったんですよね。元々どれ

ぐらい想定していて実際どれくらいで行われたのかということが聞きたいんですけど。これはな

かなか今出てこないですかね。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○生涯学習主幹 

 もともと週の半分程度、半日という形の勤務でしたが、週１、２回の勤務状況になってござい

ますので、そういった部分での減額という形になっております。 

 

○伊藤議員 
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 週３回程度予定していたものが週１回程度になった。先ほどの答弁、説明の中では思っていた

以上に話合う内容がスムーズにいったという話も理解は半分しますけど、本当にそれだけだった

のか進め方というか、なかなか思っていた以上に逆に先ほどの説明ですと、上手く回りましたと

いう説明になってしまうので、本当にそういうことで短縮されたものなのか、それとも実はそう

ではなく、色んな難しい部分があった中で開催が出来なかったということなのか、その辺をもう

少し詳しくお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 コミュニティスクールの事業につきましては、基本的には先生方のニーズによって動くもので

ございます。例えば年度当初に２年にこれだけのことをやるというメニューが最初に決まってい

るものではございません。１年間事業をやっていく中で、先生が指導案、事業をどう進めるかと

いう案を立てる時にこれは地域に良い人材が今から、あの地域の方に来てもらって事業をやって

もらおうか。地域に自然素材があるから、そこに児童と行ってそこで指導をしてもらおう、色ん

な案が出てまいります。そのニーズに応じてのコーディネーターの出動となりますので基本的な

予算計上としては単純計算では行いますが、実態としてやはり学校でニーズがない時も常に学校

に勤務するという状況ではございませんので、このような形になっております。 

いずれにいたしましても、これは学校からの強い、小学校・中学校からの強いニーズで予算化

させていただいたものでございますので、今後利用方法、利用内容につきましてはしっかりと活

用し、より良い事業展開していただけるよう指導してまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 最後に、今の説明ですとあくまでニーズによってというか、学校側からのニーズがあってそれ

に応えるというスタンスということなんですか。ということはそのまま今の額面通り取ってしま

うと、あくまで生涯教育課からどうこうという提案ではなく、学校側がやりたいと言ったらや

る。だけどそれが出てこなかったら、こちらからは言いませんという雰囲気で今捉えてしまった

んですが、そういうことなんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 学校の教育課程というのは教育委員会ではなく、学校長の権限によって決めるものでございま

すので、その部分について教育委員会でこう使えだとか、これを指導しろ、あれを指導しろとい

うことは言えないのかなというふうに思っております。 
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コミュニティスクールの制度が全国で広まりまして、全国的に課題になっておりましたのは、

やはり地域と学校をつなぐコーディネーター。ここが１番の課題ということで、私共もコミュニ

ティスクールの制度を導入し３年目で初めてコーディネーターを配置するという運びになって

おります。そのようなことでは今後、学校が主体となって活用していただけるよう、当然私ども

の方で予算、提案させていただいているものもございますので、しっかり活用するように指導は

してまいりたいと考えますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは②番、債務負担行為の補正についてを説明お願いします。担当。 

 

〇学校教育Ｇ主査 

 それでは私の方から債務負担行為の補正につきましてご説明いたします。生涯学習課の３ペー

ジをご覧ください。債務負担行為の補正であります。こちらは清里町学校給食センター業務委託

につきまして令和元年 10 月より開始された消費税増税による業務委託料の増額に伴い、限度

額の増額補正を行うものでございます。７千万円から 63万２千円を増額し、補正後の限度額を

7千 63万２千円に変更するものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

ただ今担当より債務負担行為の補正ということで説明がありましたけれども、何か御質問があ

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③番、認定こども園の整備について説明願います。教育長。 

 

○教育長 

 この関係につきましては、今後の役場の人員体制、人事等に絡む関係もございますので私の方

から提案説明をさせていただきたいというふうに思います。幼保一元化ならびに認定こども園整

備に関しましては、少子化の進行と幼児期における育児サービスの多様化、こういった物に対応

するためということで検討してきておりますけれども、これまでの経緯とそして今後の進め方と

いうことでご説明をさせていただきます。 

この関係につきましては平成 29年、やまと幼稚園の側の法人の体制が変わりまして、理事長

が変わられたということでそれ以前にもこういった協議はされておりましたが、改めて町と協議

を行いまして今後保育所、幼稚園、幼保一元化、そして認定こども園の整備を目指して協力した

中、準備を進めていくということで改めて合意をしたところでございます。 

しかしその後、やまと幼稚園園長さんが体調不良になられまして、結果的には後退をされたと

いうことで、この協議が一時中断をしておりました。令和元年９月に改めてこの整備に向けて準

備を再開し、町と現理事長そして園長と協議をいたしまして改めて準備を進めていくということ

で合意をしたところでございます。 

その後昨年、令和元年度 11 月に町の方と幼稚園法人側と合同で先進地の視察を行っており

ます。町の方は副町長、教育長、そして保健福祉課並びに教育委員会関係職員、そしてやまと幼

稚園が理事長さんの園長さんということで、津別町と訓子府町に視察をしてまいりました。そし

て令和２年の１月、今年１月に法人、園長さんと町、町長とでこの認定こども園の整備に係る準
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備の進め方、どうやって進めていくかということで協議をし、以下の内容で合意をさせていただ

いたというところでございます。 

この内容につきましては、認定こども園の開設準備事務、これを取り扱う専任の職員を町に配

置をいたしまして、準備を進めていきたいと。それに当たってはその職員、町が主体となって中

身の検討を行っていくということで、今年の４月からこの職員につきましては教育委員会内に配

置をしてまいりたいと考えております。 

その中でまず基本構想の策定ということで、新たな施設の設置主体及び運営主体についての検

討、またどういったサービス提供を行っていくか、また施設の整備をどうやって行っていくかな

どについて、町、幼稚園双方の関係職員によりますプロジェクトチームを組みまして、中身を検

討し策定してまいりたいと考えております。 

認定こども園の整備に係るおおよそのスケジュールでございますけれども、記載のとおり最終

的には令和５年ないし６年までには新たな施設整備をいたしまして、開設をしていきたいという

ことで考えているところでございます。 

以上、今後とも議会とも協議をさせていただきながら役場、町中心で準備を進めてまいりたい

と考えておりますので御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 ただ今、教育長より認定こども園の整備についてということで説明ありました。委員の皆さ

ん、何か御質問がありましたらお受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ、もう１度検討をぜひお願いしたいのが、今、教育長最後の方で基本構想については

役場関係と幼稚園関係に中心につくっていくという話があったんですけれども、自分自身も津別

や訓子府、随分と認定幼稚園に関わらず立ち上げをしてきた方々に知り合いが沢山いるんですけ

れども、ほぼ２、３年かけながら利害関係というのはおかしいですけど、直接的な関係者だけで

はなくしてやはり新しい制度、仕組みという形の中で教育と保育の連動だとか 12 月定例会で

もお話しました、障害児の環境をどうしていくかとかですね。インナーだけではなく、ましてや

事務的なインナーだけではなく、少なくともどの町でもその外部的な専門の知見を入れていくと

いうことが、まず第１前提。さらにもう１つ大事なのはワークショップが良いかというのは別な

話として、やっぱり保護者、子を持つお父さんやお母さん方の意見をワークショップ的なもので

繰り返しやっていったり、そこへ積み上げてきたものと行政的な物とかみ合わせて、さらにそこ

で利害関係者、利害という言い方や表現はちょっとありますけれども、そういった関係者も含め

た中でやっていくというのが通常のやり方であって、もう１回その辺の積み上げの方法論という

ものを。なぜこういったことのお話をさせていただくかと言うと基本的には１つは専門的見地が

必要だという形と子を持つ親の意識だとか考え方というものが反映されていくかどうかという

ことがなければ成立しないんじゃないか。 

 単純に今、やまと幼稚園が幼稚園をやっていますよ。町は直営で保育所をやっていますよ。そ

の関係者だけで集って基本構想をつくるなんてことは今の時代でほとんどあり得ない手法じゃ

ないか。もう１度その辺の基本構想のあり方みたいなところで今お話していることも含めてぜひ

検討いただかなければいけないことなのかなと。逆にそれをしないで、行政関係者、利害関係者
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だけでやっていくという事については非常に危惧するところがありますので、その辺について今

後の進め方を再度教育長としての考え方をお示し頂ければと思います。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 基本構想の策定ということで現段階この運営主体、または設置主体等、白紙の状況でございま

す。さらにサービス内容、どういった保育の部分でも、どこまでの子供を受け入れるのか。ある

いはどういった教育的観点を持って指導していくのかというところを今後この構想の中でまと

めていきたいというふうに考えておりますけれども、そういった中で当然基礎となる部分につき

ましては現在の保育所機能が町、そして幼稚園は私立幼稚園ということでございますので、その

中でそういった中身の基礎をつくり上げまして、先ほど委員おっしゃったような住民の方また保

護者の方に意見を聞く場というのも、当然設けながらこの構想を策定してまいりたいというふう

に思っております。 

また令和２年度につきましては、町の総合計画も策定されますけれども教育関係におきまして

も教育推進計画を策定する時期となっておりますので、そういった計画策定ともリンクしながら

そういう保護者等の外部の御意見も取り入れる形で策定をしていくように検討してまいりたい

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。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 外部の意見というのは先程言った保護者等の関係や直接関わっている方、町民の声というだけ

の意味ではなくして、やはり教育と保育の専門的外部知見を少し入れていかないと今までの色ん

な大規模施設、ずっと見てきている中で全て大体インナーの町内における関係者だけの構想、計

画という形で進んでいって、それが駄目と言っているわけではなくて。特に教育福祉という専門

的知見、外部的知見が必要な今回新しい仕組みを作るという時に、町民の意見も十分参酌しなが

ら、やっぱり新しい教育や保育の流れということをきちんと掴んだ外部的知見というものも入れ

ていくというのもほとんど真ん中の話じゃないか。それをまたいで行くということは絶対にない

ように是非内部的な町民の声をきちんとしっかり反映する一方で、福祉や教育の専門的な外部的

知見も入れながら基本構想自体は当然それがなければ成り立って行かないんじゃないのかと。 

総合計画の中でそういったことができるか。それは出来るわけがないということが事実であっ

て、１つ教育委員会云々じゃないですけれども、申し上げておきたいのはすべて総合計画に逃げ

込んでしまって、そこで全部掌握できるような話では無くなってきているということなんです。

総合計画の中でやるというのは既に町長から色んな答弁の中で頂いているとおり、基本構想と基

本計画しかやらないんです。具体的な実施の展開だとか事業の中身というのは全然個別にやらな

くてはいけないというのは事実なので、そこら辺勘違いしないでいただいて、是非しっかりと町

民の声を反映して、保護者の声を反映していただく。当然利害関係が伴う部分のやまと幼稚園の



‐15‐ 

 

皆さんや関係職員の意見も反映していく。そしてさらに加えて専門的な知見を要した外部の意見

もきちんと取り入れた中である一定の構想を作りあげていただく。これは真ん中の話だと思いま

すので、もう一度しっかりと事務局や教育委員会が担当されると思いますので、その辺しっかり

と進めていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 今年度総合計画を策定するということのこの見合いとしましては、当然そのそういった計画と

のリンクした中、整合性を図っていく中、策定する必要があるということで認識しておりまし

て、当然その部分部分の細かいところにつきましては担当の中でしっかりと詳細を検討してまい

りたいというふうに考えておりますので、先程、視察も１回行ったという風に申し上げましたけ

れどもまだまだこの辺勉強不足な部分がありますので、そういったことも含めながら外部の意見

を取り入れる形を基本構想の中に含めていくということで、今後検討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思います。 

 

○池下委員長 

 副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 今、基本構想の中に外部の知見、それから保護者の意見もということで意見があったんですけ

れども、当然保育士さんの意見ですとか幼稚園の先生方の意見も聞きながらということになると

思います。その後基本設計、実施設計に入っていくと思いますけれども、その中で実際に利用し

やすいように設計していくためにはやはり保育士や幼稚園の先生の意見というのは当然大事に

なってくると思いますので、その時点で実際に使う人たちの考えが蚊帳の外にならないようにそ

このところもしっかりと意見を聞きながら設計に取り入れていただきたいということをお願い

したいと思います。 

 

○池下委員長 

 教育長 

 

○教育長 

ただ今堀川委員がおっしゃった通りでございまして、前回の視察の折も現場の保育士も同行し

て視察をしております。今後もその現場の担当者レベルからのワークショップ、ワーキンググル

ープをつくって、そこの意見を反映して行く形をとっ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。 

 

○堀川副委員長 

是非使いやすいような設計になるようお願いします。 
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○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 幼保一元認定こども園が５年前から町長も執行方針の中に出ていて、やっと動き出す形になっ

ているんですけれども、中段に書いてある専任職員の採用ということで、ここで動き出して先ほ

ど来、委員の中でも高度な知見、あるいは保健、教育における各ジャンルのワーキンググループ

的な意見も持ちながら進めていく。そしてその中で運営をどうするんだ。運営方法ですよね。最

終的にハードの部分ですけれども、やはり僕はそういう部分で運営の仕方、そこをどのようにこ

れからの清里町の子供たちに対する教育あるいは福祉のあり方があるのか。そしてその子供達を

どのような形でこういう施設ができた中で、送迎の問題も多分出てきますけれども、そういった

中で１号２号３号の保育事業があると思うんですけれども、ここら辺の議論をやっぱり高度な専

任職員、ここを大変曖昧な表現なんですけれども、どのように今捉えているのか。 

現実に民間ベースでそれなりの認定こども園の立ち上げた人を採用するのか。あるいは園長ク

ラスを採用するのか。それとも公務員でそういう幼保一元に携わっていく、その教育委員会付の

職員を採用するのか。この辺どのようなスケジュールでこの採用を考えておられるのか。４月か

らするのか。タイム的なものはわかりませんけど、そこら辺、わかる範囲で御説明願います。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 現段階の配置につきましては４月からを予定しております。職員につきましては町職員の中か

らということで、これはこれから基本構想始め、準備を進めていくという全体の取りまとめ役、

調整役の職員ということで考えておりますので、管理職以上の職員を配置してまいりたいという

ことで、考えているところでございます。 

委員おっしゃったような専門的知見と、そういう部分につきましては今後基本構想を策定する

中、またその後の基本設計ですとかそういった段階に応じましては外部から専門の知識を持った

職員を入れて配置をするということも視野に入れながら準備をしていきたいというふうに思っ

ております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の説明でわかりました。あくまでも所内からの専任職員を配置するという理解でいいと。そ

して教育長の答弁ありましたけどもその後においてかなりの高度な知見というか、現場に見識を

持ったそういう経験のある人材も今後の中で登用を考えていくという理解でよろしいですか。 
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○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 実際に施設整備等を行っていく段階におきましては、財源的な部分も国等の交付金の活用も可

能性としてはありますので、そういった部分で道なりの派遣を受けるとかですね。そういったこ

とも視野に入れて検討してまいりたいということでございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。それでは④番高校支援総合対策事業について説明お願い

します。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは高校支援総合対策事業のご説明を申し上げます。前回の常時委員会で教育委員会とし

ましての見直しの基本的な内容につきましてご説明を申し上げました。本日資料として付けてお

ります５ページの資料、これは前回の資料と同じでございます。この前回の常任委員会が終了い

たしまして同日２月 17 日に社会教育委員とスポーツ推進委員の合同会議が開催されておりま

す。また、その後教育委員会協議会も開催されておりますので、そこでの意見について、こちら

で報告をさせていただきます。 

２月 17日、社会教育委員会議が開催されております。もともと社会教育事業といたしまして

始まっておりまして、この事業の内容、反省評価等について毎年社会教育委員の会議で議論をし

ているところでございます。今回はこの週の議題ではなかったわけですが、会議の中で先週行わ

れました常任委員会での議論を報告させていただいた中で委員さんから意見をいただいており

ます。全員の委員からの意見が出たわけではございません。６名ほどの御発言がございました。

その中で例えばやはり手挙げで、やる気のある子を行かせたい。全員行く必要はないと考える。

向上心のない人を行かせても。またこれまで何年にも渡って社会教育委員の会議では中・高の選

抜に戻して欲しいということを言ってきたはずである。清高のサポートの仕方はちょっと疑問が

あるということ。また海外研に限ったことではございません。お金を出せば良いというわけでは

ない。過去に選抜で行った委員さんもいらっしゃいましてニュージーランドに行くから清里高校

を選択しないという同級生もいたということ。やはり選抜で今後、中学校卒業後、町外に出てし

まう方にも経験をさせることが望ましい。また逆に全員になってから派遣をされた委員さんもお

りまして、その委員さんからはやはり行った者としては全員で行くのが良いのではないかという

意見も出されているところでございます。 

また２月 19日水曜日でございますが、教育委員会協議会を開催しております。この中ではニ

ュージーランド研修について主に議論がなされたわけでございますが、やはり研修の内容が大事

であるという意見が多く出されておりました。また今後はニュージーランドに行くだけではなく

ＩＣＴ等の機器を活用した日常的な学校間の交流なんかも出来ないものかという意見も出てお

りました。それから、行けば良いものではないという意見もございましたが、海外研に限らず在

学中によりレベルの高い充実した教育活動を支援すること。これが大事なのではないか。 

またニュージーランド研修について、現在モトエカ以外での町の視察研修がございますが、そ



‐18‐ 

 

ういう部分を減らして今まで以上にモトエカでの体験を充実すべきではないかという意見もご

ざいました。また、ある委員さんは清高支援からきっちり切り離した中で考えなければならな

い。決してニュージーランド研修すべてを辞めるわけではないという意見がございます。 

そういうことではやはりこの高校支援初期の目的を達したという判断をし、当初の形に海外研

修は戻していきたい。また目的を達したということから一定程度支援の内容を整理していきたい

という意見でございます。また先ほども申しましたが、ニュージーランドがあるから清高に行か

ないという子もいるという、別な委員からも同じような意見がございました。また支度金につき

ましては清里高校の支援としては必要ないのではないか。今後それを町民への支援に見直しをし

ていく考えはいかがだろうかという意見もございました。また実際に行っている子供の中には、

勉強したい熱意を持って行っている子どもにとっては物足りない海外研修の内容になっている

という声も聞かれているということでございます。 

また町外の生徒に色んな意味で大きな支援をすることについて、地域から異論もあがっている

のではないですかという意見もございました。このようなことで前回の常任委員会から社会教育

委員の会議、教育委員会協議会に常任委員会でいただきました御意見を報告しまして、協議をさ

せていただいた結果を御報告させていただきました。 

以上のことから基本的には教育委員会といたしましては、前回お示しさせていただきました内

容で見直しをさせていただきたいということでございます。私からは以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 ただ今、課長の方から 17 日以降の教育委員会内での協議内容について御報告をさせていた

だきました。それを踏まえまして、私の方から再度この見直し案ということで御説明させていた

だきたいんですけれども、これまでこの高校支援につきましては平成 16 年度から始まりまし

て、その都度生徒の入学数の状況に応じて見直しをしてきたわけでございます。基本的には３年

に１度は見直すということで進めてきております。そう言った中、議会の皆様方にも御理解をい

ただきながら進めてきたということで、個々の中身についてお話しさせていただきますと、平成

24年度からニュージーランド研修を高校１年生全員にして、入学支度金も 10万円の支給を開

始しております。この時は 10万円は町内者のみの支給ということで進めております。この背景

といたしましては平成 24年度の入学者が 16 名となっていると。その前の年の 23年 10月段

階では志願者が 14 名という危機的な状況の中、緊急的にこの策を講じてきたわけでございま

す。地域キャンパス校としての当時の要件としましては、２年連続で 20人を下回ることができ

なかったということ。また小清水高校がまだ募集停止という事が決まっていなかったというこ

と。こういったことから急遽議会とも相談をさせていただいて、急遽支援策を出していただいた

ということでございます。 

その後、結果的には 24 年度の入学者は 16 名でしたけれども 25・26 につきましては２６

名、24 名ということで入学者が増えたところでございます。そういった中、27 年度からは入

学支度金の対象を、当時入学者が 12名ということがございました。そういった中で町内者 10

名、そして町外者が２名という中議会等の御意見もありまして入学支度金を町外者２名も含めた
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全員、入学者を対象としたというところでございます。 

さらに 28 年度から開始した施策というのが多数ございまして、この背景としては先ほど申

し上げました 27 年に 12 名となってしまったこと。小清水町が募集停止となりましたけれど

も、実際どれだけ清里に来てくれるのかという不透明な部分があったことから、無料バスの運行

を決定したわけであります。また少しでも優秀な生徒の確保を目的として大学進学に対する助成

制度。国公立大補助ですとか入学資金の無利子貸付などを行ってきたところでございます。また

保護者負担の軽減ということで、学校給食の提供。これを 28年度から新たに開始をしてまいり

ました。そういった中、今回の見直しこの考え方につきましては道の地域連携特例校の要件が御

承知のとおり平成 30年から 10名となったこと。存続の危機は脱したということで、この支援

策の初期の目的は達成したというふうに考えております。 

24年度以降に行ってきました数々の施策、これにつきましては緊急的に実施してきた部分も

多いということでこういったところを整理していきたい。それに当たっては保護者に対する金銭

的な補助、これから生徒自身に対する魅力ある高校づくりへの支援を重視、見直し案のところ

で、３番で提示させていただいております、そういった中身の活動重視に移行していきたいとい

うこと。 

ニュージーランドの研修につきまして、改めてモトエカ町との国際交流事業としてしっかりと

町民、中学生にもチャンスを与えた内容として充実を図っていきたい。また先ほど課長からも申

し上げました通り、教育委員会または社会教育委員さんの意見などを勘案いたしまして、23年

度まで行っていた選抜方式に戻して国際交流事業として実施をしていきたいということでござ

います。そして一部保護者の負担軽減、補助的な部分がございますけれども、これは清里高校の

特化ではなく奨学金制度全般の中で清里町の子供達をどう支援していくかという、そういった部

分につきましてはまた別のところでしっかりと検討し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、これまで行ってきた経緯ということで、改めまして教育委員会の見直し案に沿った中、

今後進めさせていただきたいということで御理解をいただきたく、私から御説明をさせていただ

きましたので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 高校支援総合対策事業、令和３年以降の清里高校に対する総合支援対策事業についての見直し

案ということを前提に今説明がありましたけども、委員の皆さんから質問がありましたら。岡本

委員。 

 

○岡本委員 

 先ほど教育委員会の会議を重ねて色んな意見が出たというお話をさせていただいたんですけ

れども、実際にこの選抜制に今後舵を切っていくという決断をしていくということを前提に聞か

せてもらいたいんですけれども、その選抜制の仕方。実際どれぐらいの人数を派遣しようとして

線引きをしていくのか。また、どういう部分での選抜になっていくのか。学力だとか向上心だっ

たり、そういう線引きの仕方みたいなものを、頭の中にあるのでしたら教えていただきたい。 

 

○池下委員長 
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 課長。 

 

○生涯学習課長 

 選抜の人数につきましては、前回も少しご議論もありましたが、具体的な数字については現在

まだ決めておりません。ただ選抜の方法でございますが、基本的にはこれまでやっておりました

作文等の小論文等の審査、学校におけます生徒会ですとか、色んな活動内容、これは今後学校と

の協議になりますが、英検等の資格を持っている、持っていない。また今後の本人がなぜ、最初

の話に戻りますが、なぜそれを目指すかと言ったものについて、学校内での面接等も含めた中、

総体的に学校から推薦をいただいて最終的には町で参加者を決定するという方向にしていきた

いというふうに原案ではございますが、事務局ではそのように考えております。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 選抜制ですから、そういう成績云々、また色々な活動等あると思うんですけれども、１番大事

なのは、子どものそれに参加する意思というのが、かなり尊重されるべきかなと思うんですけど

も、そういう時に選抜制をかけた時にある程度の人数がそこに収まらなくなって、もっと行きた

い子が募集よりも多くなってしまった時の、どの基準でふるいにかけるのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 具体的な基準までは現在説明できるものはございません．これにつきましては基本的に学校か

ら推薦していただきたいというふうに思っておりますので、中学校、高校と選抜の方法について

は十分詰めてまいりたいというふうに考えております。 

また人数につきましてはこれについても前回申し上げましたホームステイ、これを再度モトエ

カ町に可能かどうか、やりたいという事で要望をしているところでございますので、その受け入

れ体制にもよるのかなと考えているところです。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 他、ありませんか。勝又委員。 

 

○勝又委員  

先ほど教育長からね。言わば一つの危機的なものは脱したみたいな言葉があったんですけど、

確かに小清水が廃校になったりした部分はあるんですけど、ただ、また危機的なことが起きた時

にはまた元に戻していくような形でまた支援対策を施していくということになってしまうのか

なという捉え方もしてしまうわけですが、僕が思うのは地元の子供たちが入らないっていう部分

での、そういう危機というのは脱していないわけでしょう。そうなるとやっぱりそのことをきち
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っとやっぱり捉えた形の中での特色のある学校づくりというものを主に置かないと、また次どん

な危機がくるかわからないものがあるわけですから、そこら辺の部分での地元の卒業生がきちっ

と魅力を持ってそこへ入学していくようなものを捉えて行くということをきちっと主眼に置か

ないと。その中での事業の選択といか、これは廃止しても良い、こういうものは伸ばしていった

ら良いというものを見出して行かないと、将来的なそういう部分でのまた危機が到来するという

ものは拭えないんではないかなと思うんですが、そこについてどう考えていますか。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 現段階の状況におきましては勝又委員おっしゃった通り、危機的な状況は脱したというふうな

認識をしております。今後支援策につきましては当然に見直しをかけながらやっていくというこ

とで先ほど申し上げましたとおりでございまして、基本は従来から本意といたしまして地元の生

徒を増やしたいということで、色んな施策をしております。ただそれには子ども達の意向調査を

した結果としまして、小・中とずっと同じメンバーの中での高校進学というところにやはり物足

りなさがあるというような事から、ある程度町外からの生徒も入った中、色んな生徒との交流を

行うことがより教育効果が高い。生徒自身も魅力ある高校として位置づけをされているというふ

うに認識している中、色んな施策を打ってきているところでございます。 

今後におきましても、そういった部分、地元の子の進学率を高めるということを基本に置きな

がらいろんな事業選択をしてまいりたいと考えておりますし、これからまたこの見直し案の中で

令和３年から進む中で人数の入学者の状況によりましては新たな施策も考えながらやっていく

必要があると思っております。 

ただまた全く同じ形の元に戻すということはするのではなくて、やはり生徒自身に魅力のある

内容をさらに充実させる施策ということで考えてまいりたいと思っ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、ないですか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 この件に関しては思うところも沢山あるんですけど１点だけ、先ほど課長が説明されておりま

した２月 17 日以降の中で社会教育委員会の説明及び教育委員会協議会での説明等々いただい

たわけですけれども、確認したいんですけど議事録とかってあるんですか。まずそれ１点。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 それにつきましては会議の私どもの事務的な記録としては存在してございます。 
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○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 そこに付随しまして多分高校の評議委員会とかの会議等もあったと思いますし、またその後に

コミュニティスクールもあったと思うんですけど、そういうことに関する議事録みたいなものは

あるんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 高校のことは高校の方でお話しされていると思いますので、私どもは承知しておりません。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 今の高校の評議委員会ですとかの関係ですけども、実は先週、清里高校コミュニティスクール

に関する学校運営協議会がございまして、私も委員ですので出席しておりますけども、その中で

運営委員さんの中から情報として捉えている中では今見直しの検討がされているようですけど

もということで、その委員さんの中からは見直しに当たりましては、できるだけ緩やかな形の見

直しを検討していただけないかということの御意見はいただきました。 

私としましては委員なんですけども、教育長という立場の中で、現在議会でも協議をしながら

見直し案を検討しているところですということでの回答に留めているところでございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 あともう１点なんですけど、教育委員会協議会というのはわかったんですが、高校支援連携会

議というのもあったと思うんですけどそれはこの１年間でどれくらい行われるのかろ、それに対

する議事録はあるのかお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今年度２回開催をしております。またこれも同じく事務局レベルの記録は残ってございます。 
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○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 色々あるんですけど、なかなか時間もあれなんで余り言わないですけど、色々お話聞いていた

部分で相違するところがあるなと正直今思っております。その部分をここでどうこうやってしま

うとなかなか進めるものも進まないので言いませんが、先ほど岡本委員からあった仮に選抜する

ということにおいての話がありましたが、その時に人数はどれくらいなんだ、今の段階では決ま

っておりませんということだったんですが、どこかの会議で人数っておっしゃっていませんか。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 現在の実施ではなく、前の選抜方式でやっていた時の人数といたしましては中・高から７名ず

つで 14名の派遣がありました。それを参考にして検討していきたい、また先ほど課長申し上げ

ましたような状況で判断していきたいというお話はしております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 先ほどの課長の答弁で引っかかってしまったのは、清里高校を選ぶ場合において、せっかく前

回も忙しい中に清里高校の在校生を対象としたアンケートというものをとっていただいた中で、

どうしてもニュージーランドの部分がウエイトを占めていたというふうに感じています。 

ただ、今の答弁の中で例えばですがニュージーランドがあるから清里高校を選ばない方もいる

みたいですという答弁があったと思うんですけど、それは何％なのかというものがわかれば教え

ていただきたいです。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 私がもう説明いたしましたのは、あくまでも委員会での委員さんの発言ということでございま

すので、そのことについて何らかの検証をしているものではございません。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 
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 だとすれば先程の捉え方の違いなんですけど、課長の答弁は間違っているとは言っているわけ

ではなく、逆にニュージーランドがあるから清里高校行かないんだよという意見がどこかの委員

さんからあったとしても、それがどれくらいあるかもわからない状況でここのアンケートが資料

として載っているニュージーランドに行きたい子が何％いるとか、これで選びましたが何％いる

とかという資料を提出している会議において俯瞰的なというか形だけで言われてしまうと同等

に扱ってしまうので僕らの捉え方も悪いのかもしれませんが、そこが気になったなと思う点で

す。この部分に関しては、もちろん今回の３月の定例会の中での話ではないので、今ここでやっ

てしまうと時間がかかってしまうので止めますけど、本当に熟考を重ねた上で、この見直し計画

を進めていただきたいなとそのように思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 ただいまの伊藤委員からのアンケート結果ということを踏まえていうことでございました。こ

ちらといたしましても中学生に対するアンケート調査も行っております。また高校生に対しても

行なっているという中で、実態といたしましては中学生にそのアンケートを取った中身としては

高校生よりはそのウエイトとしては高くないという状況。 

ニュージーランドの研修に関しましてはそういった高校生、希望が相当数いる中、そこを酌み

取って選抜方式でやっていきたいと。そして中身を濃くしていきたいというのが私どもの考え方

に立っておりますので決してそこを無視しているということではないということで、何とかご理

解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 この問題に対して他ありませんか。議長。 

 

○田中議長 

 昨日も正副議長会議でも言わせていただきましたけども、ニュージーランドの研修について目

的が達成されたと役割が終わったという話なんですけども、私の考えですとやはり色んな入学金

の支援制度とか、やはり清里高校存続の危機に陥った時にそういった色んな議会も町も知恵を絞

って行われてきたわけなんですね。今は小清水からも来ていただいてどうにかクラスを保ってい

るわけですけども、今後 10 何人だけでも良いとそういうふうになったということなんですけ

ども、やはりニュージーランドの答弁の中に全員じゃなくて中身の濃いニュージーランドの派遣

いうことなんですけども、今は子供たち間に合っているけれどもこれから本当にまた存続の危機

が来たときにはまた元に戻すのかそれともまたお金を出して人集めるのか、そんなことをやって

いくのか、基本的にしっかりと大変な時に特色のある学校づくりとそういうことでしっかりとし

なければだめだということでこの事業が始まったと思うんですね。そこを忘れないでもらいたい

なと。中身が濃いというのもわかるんですけど、しからば何日行って何名の子ども達を派遣して

何日行かすのか、ひと月行かすのか、ふた月行かすのか、１週間やそこら位だったら何ができる

と。今のやっていることと変わらないと思う。人数が少ないからその分経費がかからなくなる、
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そのような状況だと思うんですね。そこら辺やっぱり先のことも考えてもしっかりと考えていた

だきたいなと、教育委員会の方ではそういう話でまとまったようなのでそれはそれでいいんです

けども、十分に考えていただきたいなと。学校存続の危機に陥ったその時期を振り返ってみて、

十分にそこをしっかりと考えていただきたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 ただいま議長お話しされました本当にその通りだというふうにこちらとしても思っておりま

す。危機的な最低 12 名というような人数の中、教育委員会内部で協議し、議会の方にもご了解

をいただきながら進めてきた内容でございます。ただ、ニュージーランド研修につきましては、

やはり意欲を持った生徒がさらに中身、それは確かに１ヵ月とかということは難しいわけで、期

間的には現在と同様となるわけでございますが、その視察先、研修先につきまして再度精査をし

本当にモトエカ町との清里町との交流という部分をしっかりと認識構築した中、内容の検討をさ

せていただきたい。当然、先ほど申し上げましたホームステイを再度お願いをした中、そういっ

たことを中心として進めていきたいと。そういったことが、この高校支援対策に対する保護者な

いし、地域の方の声ということも踏まえて内容を充実し、当然支援策全般も今後も見直しをしな

がら中身の充実に努めてまいりたいというふうに考えておりますので御理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それではこの問題終了したいと思います。 

全般通して生涯学習課に対する何かご質疑があればお受けしたいと思います。堀川副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 今朝のニュースの報道で知事が公立小中学校の全体的な休校措置をというようなお話もされ

ていました。うちの町のスタンスというのがあれば教え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 

 その他で全般についてコロナ全般についての動きについて簡単に御説明を今のも含めて御説

明をいたします。まず今御質問のありました件につきましては、私も実は今朝ヤフーニュースで

見たということで、まだオフィシャルには全く道からはおりているものではございません。多分

ですが今日これから何らかのアクションがあると思われます。 

確か 27日からという日にちも出ていたかと思います。ただ、これにつきましては道及び道教

委が命令して一斉になるというものではないというふうに認識しておりますので、まず道から下

りてきたものを、下り次第、校長会議を開催する段取りにしておりますので、その場ですぐに検
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討してしかるべき処置をとってまいりたいと考えております。また、今回のコロナウイルスによ

りまして、学校の対応としましては消毒液の配置の増設、それからマスクの励行、それから給食

もグループで食べないで、グループになると唾が混ざる可能性があるということで、個々人で食

べる等々できることは現在進めているところでございます。 

そして、卒業式につきましても清里高校の卒業式は既に教育長にも御案内がありまして、来賓

なし、それから在校生もなしということで内容も簡素化、そして保護者も直前に体育館に入り速

やかに出るなどの細かいことを決めたと今朝教頭から聞いております。 

同じく小学校、中学校につきましても今後、在校生を除いて、また来賓を除いてなど内容の簡

素化も含めて精査をしてまいりたいと。学校に関してはこのように考えております。 

また社会教育でございますが、プラネットなどの社会教育施設、まだアルコール消毒薬の液は

十分ございますのでそれを増設するなど、また学童保育の部屋の除菌等もまめに行うなどの方針

をとっております。また 37.5 度以上の熱のある方、体調の悪い方は入場を御遠慮くださいとい

うことでもお願いをしているところでございます。 

そして昨日、町全体の打ち合わせもありまして３月９日までの行事会議等については自粛とい

うことで多分この後総務からもご報告があると思いますが、それにあわせまして３月９日までに

実施を予定しておりました社会教育関係の事業、すべて中止もしくはこの後の延期ということで

方針を決めたところでございます。教育委員会の対策としては今のところ以上でございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 子供たちの安全という部分で町内歩いていて事実かどうか確認だけなんですけども、野川道路

の４線でトレーラーとスクールバスがニアミスで事故があったという事案があったと聞いてる

んですけども、これは事実なのかどうなのか。そこら辺今後に向けて事実であればどのような考

えを持っているのかお聞きしたい。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 それにつきましては事実でございます。これにつきましては簡単に御説明申し上げます。斜里

バスが４線から出てくる時に清里側からは走ってきたトレーラーと接触したというものでござ

いまして、斜里バスの運転士は接触したこと自体を全く気がついていなかったと、乗っていた児

童にも聞き取りをしましたが、全くそのような認識がなかったということでございます。トレー

ラーの会社から斜里バスに連絡がありまして、発覚したということで斜里バスの方から報告を受

けているところでございます。 

 

○前中委員 

 事実確認だけです。 
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○池下委員長 

他にないようでしたら、生涯学習課終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

休憩  午前 10時 33分 

再開  午前 10時 40分 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き総務課を行いたいと思います。３件提案されておりますので１点ずつ説明お

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につきましては、令和元年度の総務課所管実行予算

の補正概要について。②につきましては、人事院規則の改正に伴います町職員の勤務時間と休暇

等に関する条例の一部改正について。③につきましては次世代育成支援対策推進法によります地

方公共団体に策定が義務付けられております特定事業主行動計画の改正案についてとなってお

りますので、順次担当より御説明申し上げます。 

 

○池下委員長 

担当。 

 

〇管財Ｇ総括主査 

それでは管財グループ所轄の補正予算の主な概要を御説明いたします。１ページ目をお開きく

ださい。総務管理費、財産管理費、緑清荘屋上防水改修工事事業でございます。入札によります

執行残といたしまして工事請負費こちらの方が 153万５千円の減額としてございます。合わせ

まして財源としておりました公共施設整備基金の繰入金、こちらにつきましても 100万円の減

額としてございます。 

続きまして防災対策費防災用発電機購入事業でございますが、こちらの方も入札見積もり合わ

せによります執行残として器具購入費の方 195万２千円の減額としてございます。同じく災害

用無線設備設置事業でございます。こちらの方につきましても入札見積もりによります執行残と

して合わせまして工事請負費 139万３千円の減額としてございます。こちら合わせまして財源

としておりました国庫補助金の無線システム普及支援事業等補助金につきましても入札額の減

のため補助金額も減額となりましてと 99万８千円の減額としてございます。 

続きまして２ページ目の方をご覧ください。債務負担行為の補正でございます。パパスランド

の指定管理業務の債務負担行為額でございますが、昨年 10月の消費税の増税、こちらに伴いま

して限度額を４千 442 万８千円から 24 万８千円の増といたしまして４千 452 万８千円に変

更するものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

ただいま令和元年度の補正予算について担当より説明がありましたけども、何か御質問があれ
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ばお受けしたいと思います。よろしいですか。 

それでは②職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について説明お願いし

ます。担当。 

 

〇総務Ｇ主査 

それでは清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説

明申し上げます。３ページをご覧下さい。 

１の改正理由といたしまして、働き方改革関連法案の施行を受けまして人事院規則が改正さ

れ、国家公務員におきましては昨年４月より超過勤務の上限設定が行われており、地方公務員に

つきましても均衡の原則により同様の措置が求められていたことから、当該条例について改正す

るものであります。 

２の改正内容としまして、正規の勤務時間以外の時間における勤務、超過勤務における改正で

あり、超過勤務の上限設定について規則に委任する規定を追加するものであります。 

３の施行期日につきましては、令和２年４月１日からとしております。 

４ページをお開き下さい。新旧対照表によりご説明いたします。第８条第３項として超過勤務

に関する事項について、条例においては詳細を規則委任事項として追加しております。 

５ページをお開き下さい。条例において委任を受けた規則の改正内容を新旧対照表によりご説

明いたします。上段の第９条と第９条の２については時間外勤務を超過勤務と呼ぶことで統一す

る内容であり、中段の第９条の２の２として、超過勤務を命ずる時間及び月数の上限設定につい

て今回新たに規定するものであります。 

超過勤務を命ずる場合の限度時間として、第２項において１ヶ月当り 45時間、年間 360時

間としております。 

また、第３項において、通常予見できない業務量の増加など臨時的に前述の限度時間を超える

場合の特例として、１ヶ月当り 100 時間未満、年間 720 時間、また第３号においては複数の

月において平均 80 時間、６ページに行きまして、第４号、45時間を超えて超過勤務を命ずる

月数を６ヶ月までとする規定となっております。 

なお、第２項と第３項で規定してございます限度時間数及び平均限度時間、臨時的な取り扱い

などは、労働基準法や人事院規則に準拠したものとなってございます。 

次に、第４項において大規模災害や緊急事態など、真にやむを得ない場合には限度時間を適用

しない規定、第５項はその際の事後検証について規定しております。 附則において、施行期日

を令和２年４月１日からとしております。以上で、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例について説明を終わります。 

 

○池下委員長  

ただいま担当より説明がありましたけど、これに関する質問はありますか。よろしいですか。

それでは、③番、特定事業主行動計画についてお願いします。担当。 

 

〇総務Ｇ主査 

続きまして 7 ページをご覧ください。次世代育成支援のための特定事業主行動計画案につい

てご説明いたします。 
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１のはじめにとあります、ここでは特定事業主行動計画策定の経緯、法的な策定根拠を記載し

ております。もともと平成 15年に成立した次世代育成支援対策推進法に基づき、職員の仕事と

家庭の両立等に関する計画として、本町においては平成 17年度から策定しておりまして、平成

27年に成立した女性活躍推進法に基づく女性活躍に関する内容を加えながら、現在の計画とし

ては平成 27 年度から令和元年度までの５ヵ年間の計画期間となっておりますので、今年度最

終年ということで新たな５年間の計画として策定するものであります。 

８ページをご覧ください。２の計画期間について、次世代育成支援法による策定義務が令和７

年３月 31 日までとなっておりますので、本計画につきましてそれに併せた５年間の計画期間

としております。 

３の計画の推進体制として特定事業主行動計画策定・推進委員会について記載しております。 

４の具体的な内容について、（１）妊娠中及び出産後における配慮として、休暇制度や時間外

勤務の制限などの内容、（２）父親の特別休暇取得推進として配偶者出産休暇取得と併せて年次

有給休暇が取得しやすい職場づくりの内容、９ページをご覧下さい。（３）育児休業を取得しや

すい環境の整備として育児休業とその復帰時支援、代替職員の確保の内容、（４）子育てを行う

女性職員の活躍推進に向けた取り組みとしてキャリア支援や女性職員に配慮した職場づくりの

内容、（５）子育てに配慮した職場環境、10ページをご覧いただきます。超過勤務改善対策や年

次有給休暇等の取得推進、子供の看護休暇の取得推進などについて、（６）子ども子育てに関す

る地域貢献活動として地域活動への参加促進について記載しております。 

５の女性職員の活躍推進法に関する事項として、（１）の女性職員に対する職業生活に関する

機会の提供において職員における女性割合の目標、11ページに行きまして、管理職員の女性割

合の目標、（２）のワークライフバランスに資する勤務環境の提供において、女性職員の育児休

業取得率や年次有給休暇の取得について目標を設定し、取り組んでいくことを定めております。

この計画については先ほども申し上げた通り、職員により構成される策定・推進委員会において

進捗状況を確認し、必要な改善を図るものとしております。以上で特定事業主行動計画案につい

て説明を終わります。 

 

○池下委員長  

担当よりただいま③について説明がありましたけども、何か皆さん御質問ありますか。よろし

いですか。それでは総務課全般として何か質問したいことがありましたらお受けします。 

それでは総務課を終わります。どうもご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き、企画政策課を行いたいと思います。５件提案がありますので①の一般会計

補正予算から随時説明をお願いします。課長。 

 

○企画政策課長 

 今委員長からお話あった通り、企画政策課５件につきましてそれぞれ担当の方から説明させて

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 
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 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から１番目の令和元年度一般会計補正予算（第６号）の概要につきまして御説

明をいたします。企画政策課の１ページをご覧ください。今回の補正予算につきましては、実行

予算に基づきまして事務事業の執行に伴う不用額を減額したもの、また今後必要もしくは不足が

見込まれるものの追加補正、さらには特別会計の繰出金の調整などを行うものでございます。 

今回の補正額につきましては歳入歳出それぞれ５千 919万５千円を減額いたしまして、予算

の総額を 50億８千 607万２千円とするものでございます。また、表の右側の主な内容欄につ

きましては今回の補正に係る事業の主なものを１部抜粋して掲載をしてございます。なお、主な

事業の詳細につきましては、各所管課より補正予算の概要に基づきまして、それぞれ説明がある

かと思いますので、ここでは詳細な説明は省略をさせていただきます。 

それでは初めに下段の歳出よりご説明をいたします。まず総務費ですが老健介護報酬剰余金積

立事業は、老健の指定管理委託料と介護報酬収入に生じる差額を減債基金に積み立てるもので

339 万円の減でございます。基金積立事業は各基金への積立額の調整に伴い１億５千 651 万

８千円の増でございます。町民海外派遣研修事業は、事業実績に伴い補助金額を減額するもので

120 万円の減、清里高校総合支援対策事業は事業の実績に伴う各種補助の減額及び来年度の入

学者への支度金の所要見込みの増額に伴い、差し引き 50 万６千円の増、学校給食費補助事業

は、給食見込数の精査に伴い、補助金額を減額するもので 120万円の減となってございます。

その他を含めまして総務費全体では１億３千 73万６千円の増額となります。 

続きまして民生費でございます。老健きよさと指定管理委託事業は国の介護報酬制度改正によ

ります老健施設の人件費の増額分といたしまして委託料を増額するもので、１千 31 万６千円

の増、介護特会給付費繰出金事業は、介護保険サービス給付費の減により 303万５千円の減、

障害者生活支援事業は、障害者サービス給付費の減により 270万円の減、斜里地域子ども通園

センター運営費負担事業は通園センターのトイレ改修工事費の増額に伴う負担金の増額分とい

たしまして 22万５千円の増となってございます。その他含めまして民生費全体では 132万４

千円の減額となります。 

衛生費でございます。診療所備品購入事業につきましては、事業の中止に伴いまして１千 542

万円の減、予防接種事業は、事業実績による執行残といたしまして、503 万６千円の減、後期

高齢者医療療養給付費負担金事業につきましては、療養給付費の確定による減額といたしまして

263 万７千円の減、国民健康保険事業特別会計繰出事業は事業実績による、繰出金の減額とい

たしまして 308万４千円の減、３町終末処理場管理事業は、事務局職員の人件費の増加に伴う

負担金の増額分といたしまして 90 万９千円の増となっており、その他を併せまして衛生費の

合計は３千 160万５千円の減額となります。 

農林水産業費でございますが、地域用水環境整備事業につきましては工事の実施年度の変更や

事業実績による負担金の減額分といたしまして１千 509万９千円の減、網走森林組合出資事業

につきましては、配当金による出資金の増額分といたしまして７万６千円の増、森林経営管理事

業は事業実績に伴う減額といたしまして 113 万３千円の減となってございます。その他を合わ

せまして農林水産業費全体で１千 889万３千円の減額となります。商工費でございます。商工

会補助事業は、商工会職員の欠員に伴う人件費の減額分として 200万円の減、商店街活性化事
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業及び住環境づくり推進事業は、どちらも申請者数の減によりましてそれぞれ１千万円と 280

万円の減となっており、その他合わせまして、商工費の合計は１千 759万円の減額となります。  

土木費でございます。橋梁長寿命化事業と 15 号道路交通安全施設整備事業は交付金の配分

額及び事業実績による工事費等の減によりまして、それぞれ６千 213 万２千円と 397 万５千

円の減、公営住宅改修事業は、改修工事の実績による減額といたしまして 267万円の減、その

他合わせまして土木費の合計は７千 352万７千円の減額でございます。 

消防費は、斜里地区消防組合本部負担金及び清里分署負担金です。合わせまして 293万１千

円の減額でございます。 

教育費でございます。コミュニティスクール推進事業は事業実績によりましてコーディネータ

ーの賃金を減額するもので 135万２千円の減、遠距離通学バス業務委託事業は、運行実績の精

査に伴い、委託金額を減額するもので 400万７千円の減、幼稚園就園奨励費補助事業は幼児教

育保育無償化の法改正により補助期間が半減したことに伴い、補助金額を減額するもので 466

万９千円の減、生涯学習活動車運行業務委託料は、事業実績に伴い運行委託金額を減額するもの

で 526 万１千円の減でございます。その他合わせまして教育費の合計は１千 716 万４千円の

減額となってございます。 

公債費につきましては、変動金利償還分の利率見直しなどによりまして、元金が 337万９千

円、利子が１千 378 万５千円の減額となりまして合わせまして１千 716 万４千円の減となっ

てございます。補正額の合計は５千 919 万５千円の減額となりまして、補正後の予算額は 50

億８千 607万２千円となります。 

続きまして上段歳入をご説明いたします。町税でございますが１千 999万６千円の増額補正

となってございます。内訳といたしましては個人町民税が１千 240 万円の増、固定資産税が

595 万６千円の増、国有資産等所在市町村交付金が 15 万８千円の増、軽自動車税が 202 万

７千円の増、町たばこ税が 50万円の減入湯税が 35万円の増となってございます。地方譲与税

は森林環境譲与税の額の確定によりまして１千万１千円の減額となります。地方特例交付金は収

入額の増加に伴う増額で 224万２千円の増となります。 

地方交付税につきましては１億１千 443 万６千円の増額となります。分担金及び負担金につ

きましては、農林水産業費分担金、民生費負担金、教育費負担金合わせまして 202万６千円の

増額となります。使用料及び手数料につきましては総務使用料、教育使用料、総務手数料その他

併せまして 136万５千円の増額となります。 

国庫支出金は、利用者数の減少に伴う介護給付費負担金などの減、道路新設改良事業に伴う社

会資本整備総合交付金の配分額の減などによりまして７千 511万５千円の減額となります。道

支出金は防災用発電機や老健ワゴン車の更新に伴う地域づくり総合交付金の増、また国庫支出金

と同様に、利用者数の減少に伴い介護給付費負担金などの減などによりまして 390万３千円の

減額になります。 

財産収入は、財産貸付収入利子及び配当金、立木売払収入、女満別空港ビル株式売払収入など

合わせまして１千 116万８千円の増額となります。繰入金は財政調整基金、公共施設整備基金、

林野基金、森林環境譲与税基金、合わせまして１億 280万８千円の減額となります。諸収入は

介護報酬収入とその他合わせまして 49万９千円の増額となります。町債は、臨時財政対策債、

土木債、教育債合わせまして４千 130万円の減額となります。 

寄附金は総務費寄附金といたしまして120万円の増額と12月末までのふるさと寄附金とい
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たしまして１千 100 万円の増額となります。なお、ふるさと寄附金につきましては１月末現在

で 828 件、１千 112 万５千円のご寄附をいただいております。歳入の合計は歳出と同額の５

千 919万５千円の減額となり、補正後の予算額は 50億８千 607万２千円となります。 

以上が令和元年度一般会計補正予算（第６号）の全体の概要でございます。 

続きまして２ページをご覧ください。繰越明許費の設定でございます。８款消防費、１項消防

費斜里地区消防組合清里分署負担金事業でございますが札弦町の第２分団に配備されておりま

す。消防６号車の車両更新に係る負担金となってございます。２月 14 日に入札を行いまして事

業費が確定したことから３千 972万９千円を繰越明許費として設定いたします。未収入の財源

といたしまして過疎対策事業債３千 600万円を繰越し、残りは一般財源となります。 

続きまして３ページをご覧ください。債務負担行為の補正でございます。限度額の変更といた

しまして３件を計上いたします。まず表の上段、パパスランドの指定管理業務でございますが、

昨年 10 月の消費増税に伴いまして限度額を４千 428 万円から４千 452 万千円に変更いたし

ます。 

次に、中段の定住支援交付金事業その３でございますが、交付金申請者の固定資産税の実績に

基づく増額分といたしまして、限度額を 60 万円から 72 万９千円に変更いたします。次に下

段、清里町学校給食センター業務委託事業でございますが、パパスランドと同じく消費増税に伴

いまして限度額を７千万円から７千 63万２千円に変更いたします。 

続きまして、４ページをご覧ください。地方債の補正でございます。１番上段、臨時財政対策

債でございますが、借入額の確定に伴いまして、１億円から８千 680 万円に減額いたします。

２段目から４段目につきましては各事業の事業費の確定に伴いまして社会資本整備総合交付金

事業債を５千 640万円から３千 160万円に、道路保全事業債を２千 700万円から２千 570

万円に、生涯学習活動車運行事業債を１千 200万円から１千万円にそれぞれ減額するものでご

ざいます。 

続きまして、５ページから８ページまでは、ただいま御説明いたしました事業の内容、財源内

訳について記載をいたしております。事業の詳細につきましては各所管課よりそれぞれの説明が

あるかと思いますので省略させていただき企画政策課所管分であります７ページ８ページにつ

きましては、後ほどグループごとに説明をさせていただきます。 

それと大変申し訳ありません。１カ所訂正がございます。１ページにお戻りください。歳出の

下から２段目教育費をご覧ください。先ほど私補正額１千 716万４千円の減額と申しましたが

正しくは２千 689万７千円の減額となってございます。訂正いたします。申し訳ございません

でした。以上が令和元年度一般会計補正予算（第６号）の概要でございます。私からは以上です。 

 

○池下委員長 

 ただいま令和元年度一般会計補正予算（第６号）の説明がありましたが、最後訂正しましたの

は言い間違いでありますので訂正しないでそのままでいいです。この件に関しての何か御質問が

ありましたらお受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 歳入と歳出の関係で。ふるさと寄附金は年度末の補正という考え方でその根拠はどこにあるの

か。きっと新年度もそうやってるのかなと思うんだけども、基本的にどの町も当初予算で実績あ
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るものについては 500万とか１千万とか多い所だと何十億とかの形で行くんですけども、実績

だけでやっていくという考え方、それと逆に言えば寄附金の財源としたものをどこに充当してい

るんですか、歳出で。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 寄附金の関係でございます。基本的に従来からなんですけども寄附金の関係はいくら入るかわ

からない関係もありまして、従来からこのような形の措置を年度末の形というか取らせていただ

いているところでございます。支出の充当な関係につきましては年度当初の基金積立でそれぞれ

事業等に充当しているところでございます。 

 

○古谷委員 

 従来からそうだったという話で。基本的に違う委員会でもお話してるんですけども、予算総計

主義で入ってくるわけであってそれはそれで町の考え方ですよという説明は理解しようと思え

ばできるんですけど、本来的なあり方と全く違ったやり方でやっぱり予算総計主義に基づいてき

ちんと当初の見込みなら当初見込んで。それから基金充当という形で目的基金でもらってますよ

ね、基金。だからどこに入っているかわからないという話ですよね。結局。基金に積み立ててい

るだけですよという形でその辺のふるさと基金の本来的なあり方みたいなものをもう一回整理

された方が。きっと令和２年度はもうしっかりと予算組まれていますから、今の段階でどうのこ

うのではないですから、財政の基本の考え方みたいなものをもう１回整理されていかないと従来

の慣習的な話でどんどん前へ行くと、しっかりと物が見えてこないということもあるので。 

あわせて言わせてもらえば、普通交付税は６月７月に算定されたものが３月決算で全部持ちこ

んできて、最後、基金で積み立てるという考え方も本来清里独特のやり方であって、近隣ではも

う既に９月、遅くても 12月には整理されてきちんとやられるのが本来のあり方であって、これ

だと財政全般が見えてこなくなってしまうこともありますんで、どこかでもう一度予算総計主義

やそういった予算の組み方、執行の仕方、皆さんから頂いた寄附金をどのように基金としたか見

えなくしてしまうというのは本来の手法としてどうなのかも含めて、令和２年度の中において事

務執行の中においてもう１回きっちりと整理をすることをぜひ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 

 まず令和元年度のふるさと寄附金につきましては寄附金収入ということで受けてふるさと基

金に積み立てて令和２年度の各事業等に充当しているところでございます。後段ずっと言われま

した予算総計主義の部分を含めまして、どういう形で予算の今後の組み立ても含めてどういう形

がいいのか総体的に検討させていただきたいと整理を含めてどういう形がいいのかもう１度考
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えていきたいというふうにも思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○古谷委員 

 了解です。 

 

○池下委員長 

 他、ありませんか。なければ②番の補正予算の企画政策課所管分の説明をお願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 ７ページをご覧いただきたいと思います。企画政策課所管分ということで１番上ですけども、

歳入の補正ということになります。1３款使用料及び手数料、１項使用料、５目商工使用料とい

うことで、江南パークゴルフ場の使用料ということでございますが、今年度の収入実績に基づき

まして当初予算から 14 万１千円の減額補正を行うものでございます。真ん中に内訳が載って

いますけれども、こちらが今年度の使用料等に伴います収入の実績ということでございますので

当初と比較しまして 14 万１千円の減ということで補正を行ってまいりたいとこのように思っ

ているところでございます。 

次の段に参りますが、14款国庫支出金、２項国庫補助金、４目商工費国庫補助金であります

けれども、国が行っていますプレミアムつき商品券の補助金になります。現在までの実績を踏ま

えるということで、３月末まで商品券が動いていますがこの部分の見合いに生じるもので国庫補

助金の収入額を減じるものでございます。事業費補助金としましては 155 万１千の減、それか

らこれに伴います商品券等との事務費の関係の補助金としまして 21 万５千円の減を行うもの

でございます。 

次に、８ページの方をご覧いただければと思います。商工費の方の歳出ということで御説明さ

しあげます。１番目になりますが６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工会の補助事業

でございますが商工会の職員におきまして、平成 31年度の当初の予定、職員の減が生じたとい

うことからこれにかかわりまして当初の予算から人件費分相当の補助金200万円を減額するも

のでございます。 

次に同じく商店街活性化事業でございますけれども、起業・新事業創出支援及び店舗改修等に

ある事業の実績の状況によりまして起業・新事業創出支援事業補助の分で 600万円、店舗出店

等支援事業補助の関係で 400万円の合計１千万円を減額するものございます。 

次に住環境づくり推進事業でありますけれども、こちらの実績に合わせて合計で 280万円の

減額を行うものでございます。 

２目観光振興費、清里観光協会補助でありますけれども、こちらにつきましても、清里町観光

協会の人件費の補助の内、年度当初に職員の減が生じたということでございますので、その後１

名補充はされておりますけれども欠員期間相当分によります補助金の減額ということで、160

万円を減額するというものでございます。以上で説明終わります。 

 

○池下委員長 

 担当。 
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○まちづくりＧ総括主査 

 引き続きまして、まちづくりグループの説明をさせていただきますので資料７ページに戻って

ご覧いただければと思います。 

 表の上から３段目、２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費の基金積立事業でございま

す。こちら前年度の決算余剰金２億７千 293 万９千円、これの２分の１であります１億３千

647 万円、それと本年度の総務費寄附金５件分 120 万円、これを公共施設整備基金へ積み立

てるものでございます。また令和元年 12月末までのふるさと寄附金１千 100万円、それと町

有林皆伐立木売払収入 784 万８千円、こちらをふるさと寄附金に積み立てるものでございま

す。財源につきましてはふるさと寄附金が１千 100 万円と、立木売払収入 784 万８千円、残

りが一般財源ということになってございます。 

続きまして、５目自治振興費の地域活動推進事業交付金事業でございますけれども、自治会や

様々な団体が行う地域活動に対する交付金ということでこちら施行状況を鑑みまして残額とな

ります 200万円、こちらを減額計上しております。財源は全て一般財源でございます。 

続きまして３項開発促進費、１目企画振興費の地域おこし協力隊事業でございますけれども、

こちら緑地域の活性化プロジェクト、この隊員１名が年度途中に退任しております。これに伴い

ます人件費と社会保険料合わせまして 180万円の減額ということで計上してございます。財源

は全て一般財源であります。 

続きまして、同じく１目企画振興費の第６次清里町総合計画策定事業でございますけれども、

こちら支援業務の委託に係る入札に伴う執行残といたしまして108万８千円減額するものでご

ざいます。財源は全て一般財源でございます。 

続きまして、８ぺージをご覧いただきまして、表の下から二段目になります。まず 10款公債

費、１項公債費、１目元金の地方債元金償還事業でございますけれども例年実行補正で予算調整

させていただいております。前年度の借入地方債この償還額確定に伴いまして 337万９千円の

減額で計上してございます。また次の２目利子、地方債利子でございますけれども同じく前年度

分の償還利子額確定に伴う減、それと臨時財政対策債など借り入れから 10年経過した起債、こ

れの利率見直しを行っておりまして利子支払い額変更分というのもございます。あわせまして、

１千 378万５千円これを減額するものでございます。元金償還事業、利子支払事業、こちらも

財源は全て一般財源でございます。以上で企画政策課所管分の主な事業の説明となります。 

 

○池下委員長 

 ただいま企画政策課所管分の一般会計補正予算の説明がありましたけども何か御質問があり

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③番と④番をポイントカード事業についてのことと行政連携ポイントということで

関連がありますのでそのまま引き続きやってください。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは清里町の商工会のポイントカード事業ということで経過の方を御説明していきたい

と思います。現在のところ、カードの加入者数ということで２千名を超えたということでうかが

っています。２月 21 日現在で 2,005 という数字をいただいておりますが、ぼちぼちというこ

とでありますが、人口の約半分ほどの加入ということで報告を得ているところでございます。 
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また（2）の方にもありますが、カードの稼働状況でございます。２月 10日の締めというこ

とで、こちらにつきましてこの数字２月１日から 10 日の分で使ったというふうに読み解いて

いただければと思います。２月１日から 10日という形になりますが、使われた方が 1,180 名

と、使った件数が 3,938ということになってございます。割り返しますと１人当たり３件ほど

使われているのかなと。10日間でということになるかと思います。 

また購買額につきましては１千 414 万６千円ほどということになっておりまして、10 日間

でこれほどのカードを介した購買があるということでございます。これを１人当たりにしますと

１万 1,988円ほどということになりまして、合わせて一件の購買を割りかえすと平均３千円位

のお買い物をされているというような統計データがこのシステムを入れたことによって出ると

いうことでございます。 

参考の部分でございます。11月から 12月、１月のひと月ごとの購買額でございますが、11

月は１千 440万何がし、12月はやはり歳末のセール等もあったということもありますけども、

３千 600 万何がしという状況となっているところでございます。１月については１千 800 万

円と、２月におきましては１日から店舗が大きく増えたところもございますが、10日間で先ほ

ど申し上げました１千 400万何がしというような状況ということで、このカードの運用につき

ましては、比較的良好に推移していると考えているところでございます。 

続きまして、行政連携ポイントの関係に進めさせていただきたいと思います。 

こちらにつきましては次の 10 ページから清里町行政連携ポイントカード取扱要綱によりま

して行政連携ポイントの推進を図っているところでございます。要綱につきましては、第１条、

要綱の趣旨。第２条、用語の定義。第３条、対象となる事業。第４条、付与の対象時期などとい

う形で設定をしているものでございます。10ぺージの方をご覧いただきまして先程の条項によ

りましてそれぞれを規定ということで清里ポイントカード商工会のものですという定義等を踏

まえて、第３条に事業関係ということにしておりますがこの資料の末尾には別表ということで、

新年度の予算等々でもありましたけれども、記載している事業を各担当課からヒアリング等を行

いまして次年度事業におきましてはポイントの対象をとしていきたいというものを表として整

理をさせてもらっておりまして、これは下半期、このポイントカード始まった時にもお示しさせ

ていただいておりますが、こういったものも加除していきながら色々な事業等の取り組みを進め

ていきたいとこのように考えているところでございます。ポイントカード関係の説明は以上で終

わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま③番、④番のポイントカード事業について、また行政連携ポイントの取り扱いの要綱

について説明がありましたけども、委員の皆さん何か御質問があればお受けしたいと思います。

勝又委員。 

 

○勝又委員  

行政連携ポイントの関係についての温泉の入浴事業に関する回数券の部分についてはどんな

ポイント付与をするんですか。１日１回上限となっているから。 

 

○池下委員長 
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 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 担当課の方とも協議しているんですけれども、あくまでも１日１回の上限ですので例えば有料

で２回とか入浴されることがあっても、あくまでも１日は５ポイントということで例えば午前中

入浴されても午後から入浴されてもあくまでも来ていただいたということに対する５ポイント

の付与ということでご理解いただければと思います。 

 

○勝又委員 

 回数券は。 

 

○企画政策課主幹 

 あくまでもその日は５までと。１日５ポイントが上限と。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 確認させてもらいたいんですけども、例えば、さわやか健康講座とかいきいき健康セミナー、

これは講座を通してのポイントになるのかそれとも１回、１日行けばポイントの対象なるのかと

いう確認をしたいんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長  

それぞれの講座を通してその講座に出席した方にポイントを付与するという形です。 

 

○堀川副委員長 

 講座が例えば５回あって、５回あったから 250ポイントになるわけではなくて。毎回ポイン

トがもらえるということですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 例えばさわやか健康講座が５回あった場合については、それぞれのところでポイントを付与し

ます。その１つの講座で２コマあった場合についてはそれぞれの講座の回数ごとにポイントの付

与ということになります。 
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○堀川副委員長 

かける回数という理解でいいですか。 

 

○池下委員長 

 ほかに、よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 ごみゼロ運動 100 ポイントということですが、これはどのような捉え方で考えてるのかな。

治会単位でやってるごみ拾いをポイントがつくという理解でいいのかな。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○企画政策課長 

ごみゼロ運動の関係につきましては町、まちづくり推進協議会と連携してやっている５月のご

みゼロ運動のときの参加者にポイントを付与ということで今のところはそういう形で考えてい

るところです。 

 

○前中委員 

 自治会対応でも幹線の道路でもう 30 年以上ゴミ拾いやっている事業もあるんだけど、この

協議会でやっているとこに参加しないとつかないというのは、自治会活動でそういうことはしな

くても良いのかなという部分も逆に自治会から出てきた場合どう捉えたらよいんだろうねとい

うのが現実かなりやってるところもあるんですけども、そこの辺の説明というのかな、細かい話

だからいいけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、町の方で予定しているのは先ほど言った町主催の事業等との関係でごみゼロ運動というこ

とでただ、今事務局で考えているのは、今言われた自主的な活動をですね。ごみゼロも含めてで

すけども、事業等をどうするのかということは今後の課題かなって気は実は捉えているところで

ございます。今前中委員がおっしゃった部分も含めてですね。今後この事業、拡大等もしていく

かなと考えていますけど、それもですね。今後の課題ということで捉えていきたいというふうに

考えてございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 今お話あったとおり、行政が主催していくものについて限定していくのかという形と、今後そ

の自治会とか自主的団体がやっていくものにまで拡大したのか、もの凄い線引きが難しくなって

くるし、さらに住民団体と町が共催をしていく事業だとかその辺の線引きをかなり慎重にやって

いく。本来の趣旨はどこにあるのかなという形と単純に広げればいい話でもないし、やはり本来

これをやっぱり地域貢献を前提としながらやっているという話と、地域課題にアプローチしてい

くという動機づけになっていくかという話と、非常に線引きが難しい部分なんでそこはしっかり

と。しかもポイントの差は何を根拠に 100ポイントと 50ポイント１ポイントと全くそれぞれ

の重要度になるのかも、これは行政内部の話で。非常にわかりにくくなってくるんで、ある意味

ではその辺のポイントに対する考え方もある一定の統一見解をきちんと出しておいた方がいい

のかなと。なぜこういう話をするかというと、この間、違う方と会って町でやっているのに行く

と 50ポイント、50円貰えるよね、でも自分たちのサークルでやったら貰えないよねと。たま

たま聞いたんですけど、それはそれで行政ポイントという考え方だからちょっとねと、今制度作

っているからというお話をさせてもらったんですけど、やはり住民から見たら同じに見えるし同

じ活動で地域貢献もしてるし、自主的に健康づくりもやってるし、子育てもやっている。その辺

緩くやってしまうと非常に曖昧さも出てしまうし、厳しくやると逆に利用が進まないということ

もありますので、もう一度そのポイントの付与するポイントの重さとその中身と種類とか住民主

体のものをどうしていくか、なかなか整理しきれないと思うんですけど、ある程度そのバランス

を欠かない形の中でやっていくことが今後どうしても必要になってくると思います。その辺の検

討をぜひ前向きに進め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 

 ただいまの行政連携ポイントの関係でございます。自治会等の自主的な活動に対する取り扱

い、それぞれ事業に対するポイントとの付与数、その辺も含めて今後、色々な課題があるかなと

思います。今それぞれの議員からあったご意見等も参酌しながら今後この事業を展開していきた

いというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

今回、清里町商工会事業という形で、始まってから半年までいかないですけども今、かなりな

利用者がいるんだなと嬉しい限りなんですが町民の方から僕らも聞かれてしまうんですけども、

ポイントカード事業の中で例えばチャージ制の時に６ヵ月経つと使えなくなるのって、あれは何

でなんですかねってよく聞かれちゃうんです。その辺何か詳しい話知っているのであればお聞か

せください。 

 

○池下委員長 
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 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 この関係は国の法律がありまして資金決済法という法律がございます。プリペイドの関係、ス

イカとか皆さんお持ちかもしれませんけれども、小規模事業者におきましては、それを会計年度

を超えてずっと例えば２年後３年後にチャージしたお金が使えるよという形のものについては、

その担保能力を企業が持たなければならないんです。つまり銀行預託をするとか。残念ながらポ

イントカード事業、商工会ではそういったものを担保する能力はないと。それの網にかからない

法律の下限の部分でこういった事業だとしますと６ヵ月以内にチャージしたお金は消費しなさ

いとそういう法律の下限というか要するに適用外というところの事業として小規模事業者例え

ばおそらく全国でも清里のようなポイントの小規模の部分はそうやってやっているのかなと。実

は紙の商工会の商品券ご覧になればわかると思うんですけども、あれも確か６ヵ月の刻印がある

と思います。なぜかといいますとこの法律に由来しておりまして６ヵ月を超えると基本的に商工

会が財務局から査察を受けますので、実はそういったことを考えて今の新しいシステムというと

きにきちんと制度を設計しましょうということがありまして、残念ながらこれまで特にプリペイ

ドカードとか電子マネーとか出てくる前に時には法律は新しいものですから確か前は期間が長

かったりその辺がなかったように認識しているところですが、やはり今こういった事業が増えて

きている所から法律が明確化になってると、資金決済法によりまして適用外の運用という形とい

うことで商工会のポイントカード事業が動いているということでご理解いただければと思いま

す。以上です。 

 

○池下委員長  

伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の説明丁寧でわかりやすかったと思います。ただ、そこで１つ疑問なのは６ヵ月の中で決済

しなきゃならないのは重々わかりますけども、実質チャージして６ヵ月過ぎちゃって現金が使え

なくなります。期間が越えてしまったので。その現金はどこに行くんですか。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 ポイントカードのチャージしたところに残る形なりますが、それを引き出すことができない状

況に陥ってしまいますので、今のシステムでも特に３月になりますので 10 月にチャージをし

た方については３月入ると店先で常にレシートでも一番下に電子マネーでチャージした方につ

いてはこの金額はいついつ失効しますと載っております。ですからそれを注意していただくのと

町の端末にカードをかざしますとメッセージが出ます。お店のところで。何円今月失効します

と。そういった部分で店先で、注意喚起することができるのかなと思いますので、まずは少額と

いう形が良いんでしょうけれども、使っていただくと。やはりそれを超えてしまうと本人がチャ
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ージした責任とあわせて失効してしまうので先に納めているであろう金額についてはポイント

カードの方の会計の中に留保されるという状況になります。以上です。 

 

○伊藤議員 

 多分町民は腑に落ちないのかなとは思いますけれども、そこまで聞いてさらにもう１点聞くん

ですが、今言ったそのチャージ制、例えばチャージ制じゃない世の中にはこういうポイントカー

ドとかもあると思うんですけど、このチャージ制を行うことについての事業運営費というかそう

いうものって別途かかっているものなのか。かかっているならどれくらい実質年間でかかるのか

数にもよるんでしょうけど、かかっていくものなのか、あいまいな聞き方ですけど。もし答えら

れる範囲であれば答えていただければありがたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 チャージの費用というのは特別かかっておりません。ただ御存じの通り国がシステム上はポイ

ントカード運営の方に項目としては乗っかってきてます。要はポイントの分の受け皿分とチャー

ジの分ということで。今多機能ですから項目が入ってそこについては一連のコストの中、チャー

ジ分では別に大きくはないです。一連のソフトの中でということになりますけれども、チャージ

としまして参考としまして、先ほどもありましたけれども２月１日から、今度先週 20日という

状況がありますけれども、チャージ総額が 390 万に対してその支払が 370 万ということでチ

ャージをして払っている金額、差額 20万位、御承知のとおり今チャージをすると国のキャッシ

ュレスポイント還元という形に商工会も同じような形の取り組みもしてございますんで、ですか

らチャージをするとポイントが増えていくよということに積極的にのっかるという方がチャー

ジをしてすぐ使っていると。ですからこれをなるべく使いこぼしのないように来月からは注意喚

起をポイントカードの委員会を含めてしていくことになるのかなと。今のところ見ますと、チャ

ージしてここにお金を入っているんだと思う方よりもポイント還元の関係がありますので、チャ

ージしてほぼ同等額使うですとかそういった部分の統計のようにこちらの方では受けていると

ころでございます。以上です。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 わかりました。今言ったシステム利用料みたいなものは全体の中に含まっているので、それを

どうこうというのはないというのはわかったので、それはいいんですけども今言ったように取り

こぼしと言いますか、使い残し残が出てしまうとか今後６ヵ月ってこれから始まる話なんですが

今後そういうのが出てきそうな気配もありますので、注意喚起とか商工会の方にも、今一度言っ

ていただいて、いらないいざこざと言いますか、そういうことが起こらないように監視していた

だければと思います。以上です。 
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○池下委員長 

 他にありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 公債費の関係で、地方債利子の確定の減額ということで今回減額補正でているんですけども前

年度の借入地方債の償還額とその利子の利率の改定は何％ぐらい下がってこの１千300万何が

しになっているんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 借入のものによって違うんですけど 10年前までに借りたやつですと、1.2の率があったもの

が今 0.005とかですね。予算的には１％で大体計上しているんですけども、そういう状況もあ

りまして減額になったりとか、今、本当に利子が付かないような関係ということでなっていると

ころでございます。 

 

○前中委員  

いろいろな融資で利率が多々あって借入元金色々あって、トータルでこれぐらいの減額という

理解でよいですか。利率の見直しというのはどういう基準で。金融機関からだと思うんだけど

も。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 例えば 20年で借りているものについては、10年で見直しとかですね。臨時財政対策債とか

そういう形があるということで、そのような形で利率の見直しということで行っているところで

ございます。 

 

○前中委員 

 こちらから提案、それとも金融機関からというのはあり得ませんよね。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

借入れする時に 10 年で見直しますということで借入れを行っているということでございま

す。 
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○池下委員長 

 それでは⑤番地域おこし協力隊の募集について、口頭説明をお願いします。課長。 

 

○企画政策課長 

地域おこし協力隊の募集の関係につきまして、私の方から説明をさせていただきます。17日

の常任委員会だったと思いますけど、来年度に向けての地域おこし協力隊の募集について副委員

長からだったと思いますけどもご質問があったのかというふうに思います。その時の私の答弁と

しましては、受け入れの門戸は開いて問い合わせ等には対応しますと。今までは観光系が多かっ

たということでその他の分野、また福祉的な分野も含めて現在検討しているということでお話を

させていただいたというふうに考えております。 

その後、いろいろ理事者内部で検討を行いまして、この委員会に保健福祉課長も同席してもら

っておりますけども福祉分野の活用、具体的には高齢者等の見守り事業におきましてこの地域お

こし協力隊を活用していきたいという考えのもと保健福祉医療の経験者、携わっている方を募集

し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。募集に係る予算につきましては当初

予算計上しておりません。地域おこし協力隊の募集マッチング移住定住情報の中心的な組織であ

ります一般社団法人の移住交流推進機構通称ジョインといいますけどもそこを中心に、また無料

の就職人材募集サイト等も活用して募集の方を行っていきたいというふうに考えております。見

つからない場合はまた、次の段階というふうに考えているところでございます。 

現在、高齢者の訪問事業につきましては社会福祉協議会の方に福祉サービス事業として事業委

託する中、行っているところでございます。今後この地域おこし協力隊とも連携や事業の拡充に

よりましてより多くの目で高齢者等の普段からの生活を確認していきたいと高齢者宅を訪問し

まして安否確認ですとか心配事の相談、生活指導などの活動を行っていきたいというふうに考え

てございます。なお、この協力隊の任期は最大３年でございますけども、３年後、例えば福祉分

野での人材活用等この見守り事業単発ではなくてその先を見据えた中長期的な事業展開を考え

た中で、この募集をして活用を図っていきたいということで今回地域おこし協力隊福祉分野高齢

者見守りの部分で募集をしていきたいということで、報告をさせていただきたいというふうに思

います。以上です。 

 

○池下委員長 

 このことに関して何か御質問ありましたらお受け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したいことがありましたらお受けします。古谷委員。 

 

○古谷委員 

総合計画の関係でアンケート回収を延期したけれど、回収率は現時点でどの程度になっている

かお示ししていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

課長。 
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○企画政策課長 

 総合計画におけますまちづくりアンケート前回の委員会でも回収期限を延期させていただく

ということでお話をさせていただきました。２月 19日で延期の期限を設けたんですけど、その

後、また何通かきているんですが今現在の回収率については 35 強、40％弱というような状況

となってございます。今手元には、２月 19日までしかありませんけども 35強の回収率でござ

います。 

 

○古谷委員 

 実態は理解しました。今後それを分析していくうえでしっかりとした有意差が出てくるのかと

か、あと当然あれだけのボリュームのやつを高齢者はほとんど見た瞬間に書くのをやめてしまう

とか。その辺、実際の集計分析というのは慎重に有意差が出てこないような形で分析されては困

るなと、非常にその辺の事を統計学的な話も含めてしっかりとその辺はやはり当初予定して非常

に全戸そのうち１人選んでという形もどういう選び方したかもわかりませんけど、それも統計学

的にきちっとやったんでしょうけれども、ある程度人口バランスとか色々含めてやられたんだと

思うんですけども、そういった前提にたっての有意差が今回のアンケートの中で出て来るのか、

それは単純集計した部分でこれは町民の意見ですよとか考えですよとか、現状認識ですよという

単純な話じゃなく、しっかりとそれはもう１回そういった状況であれば次の作業の段階でやって

いただくようにお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただ今の御質問の関係でございます。回収率、事務局サイドとしては当然ですね、もっと多く

の方にということでやり方も含めて当然考えなければならないこともあるのかなというふうに

おります。ただ、今回このような回収の状況が出ております。今委員からもありました集計・分

析に当たっては当然内容等きちんと精査する中、また慎重にしなければならないかなというふう

に思いますけども、中身を見ながら、また今回それぞれ丸をつけて選んでもらう以外にも、記入

の部分でかなりの御意見等もいただいた分もございます。それについても今後のまちづくりに反

映できるものについては反映していきますし、いろんな面で今言われた今後の集計・分析の中で

きちんと慎重に行っていければなと思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

勝又委員。 

 

〇勝又委員 

目標の回収はどれ位を。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 目標は多いに越したことはなかったんですけども、やはり半分ぐらいは来て欲しかったなとい

う思いはあります。全戸に出しているということは当然来てほしいという部分がありましたけど

も途中の回収状況等を見ながらした時には最終的には半分くらい来てほしいと途中ではあった

のは事実でございます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

〇勝又委員 

集計や分析する部分で実際にこの数字が動かないとなるとなかなか大変なことなのかなと思

ったり。だから広く町民の意見を聞くということはやっぱり課長言われたように半分ぐらいが回

収されてその中のものを集計して分析したという形が望ましいのかなと思ったから尋ねてみま

した。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今言った通りこのアンケートについてはですね。今言った回収率になってございます。今後ま

たいろんな方策を用いて町民の御意見等を把握していきたいと。前回の委員会でも中・高校生部

分についてもアンケートの方をお願いをしていくということになっておりまして、学校と打ち合

わせをしているところであります。その辺も含めまして若い世代から高齢者まで意見を反映でき

るような形をとって行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 

 他、よろしいですか。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 先ほど地域おこし協力隊の関係で簡単な説明が課長の方からあったんですけども、福祉分野高

齢者の見守り等を中心にというお話ですけども、どのような狙いがあって高齢者福祉分野の部門

で協力隊を採用するというふうになったかという点と、どのような想定される仕事内容、それに

３年後卒業した後の起業に繋がるようなものが福祉分野でできれば継続して働いていただける

ような形を目指すというお話でしたけども、どのようなものが想定されているのかを野呂田課長

の方からお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長 

 発言を許されましたので発言させていただきます。この事業につきましては１月末、町長、副

町長からこのような事業を行いたいと命を受けまして私の方でも色々な考えを持って町長、副町

長、企画政策課長に提案をしてきたところでございます。その中でやはり昨年のブラックアウト

の時に、私どもの職員と社会福祉協議会の職員で高齢者宅を実は回らせていただきました。その

結果、やはり高齢者の方不安なところに何回も職員に来ていただいて本当に助かったんだという

声があったのは事実でございます。そのような中で、町長の方もいろんな形で高齢者の見守りを

行っていかなければいけないなという判断に立ったんだと思うんですが、以前委員長の方からも

女性消防団で、各家庭を訪問する事業とかも高齢者を見るから続けていったら良いねということ

での提言もいただいているところでございますけれども、そのような形で多くの目で見ると、企

画政策課長からもありましたけれども、現在この事業でやっているのは１名の方が８時 15 分

から４時 45分の間、７時間の間で見ているものですから、高齢者宅にまわるのが１年に２回位

なんですよね。それをもう１人の方の活用を得た上で、例えば２ヵ月に１回まわるだとか。その

ような形で進めて行ければ良いのかなということで町長と副町長の方に話しております。 

その３年後の関係なんですけれども実は社会福祉協議会、今現在、本部職員は３名でやってる

んですが、うちの町の人口規模でいくと大体５名くらいで本部機能をやっています。それは本部

の本来業務の方、こちらに特化した事業をやっていくという部分がございまして、例えばですけ

れども、今うちの町で今後、必要になって来る部分というのは、成年後見の部分ですとか、あと

生活支援の部分、例えば老健とかに入ったんですけども身内がいなくて、お金の管理ができない

だとかそういうやつをやるだとかというのがございまして、３年後できればなんですけども、こ

れは相手方、社会福祉協議会の関係ございますので例えば社会福祉協議会の方に本部職員１名を

入れていただいて見守りも行いながら、そういうような活動も行っていくと。うちの町の将来に

渡る部分のそういう成年後見ですとかの部分を何とか強化していきたいというところに繋げて

いきたいなと思っています。ただし、募集をするような形ですので、募集をしてその方が出来る

出来ないという部分も判断しないといけない部分がございますので、まずは見させていただいた

中でできるのであれば、そのまま引き続きということで働きかけの方は行っていきたいなとその

ような形で、今私の試案を理事者の方に説明したということで御回答させていただきたいと思い

ますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○堀川副委員長 

 わかりました。うちの町として不足部分を補いたいというスタンスにどうしてもなって行くの

かなというふうに思いますけれども、逆に協力隊の立場から考えるとこの町に来て希望をもって

３年間地域おこしに関わりたい、３年後にはこの町のできれば根を下ろして福祉に関わりたい、

そういう将来設計が描けるような募集の仕方と理解のしてもらい方をしながら是非採用に当た

っては、そういう考えを中心にやっていただきたい。 

町がここの部分が手薄だからということではなくして、向こうの相手方の立場も考えながら募

集していただきたいということをお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長 

ただいまの御意見ごもっともでございます。私の方から話したのは、やはり社会福祉士ですと

かソーシャルワーカーですとか、あとは例えば看護師ですとか、保健師ですとかそういう資格を

持った人を入れて将来的に繋がる事業にしていった方が、この単発で終わるのではなくて将来的

に繋がる事業にしていかないといけないという話はさせていただいております。 

ただ、やはり資格職という形になればそれなりの賃金、給料これを確保しないといけないとい

う部分がございますので、先ほど企画政策課長の募集の部分では経験者ですか、そういう経験者

という形でありますので、それを副委員長が言われたように、どのように繋げていくかこれを募

集までの期間に色々と詰めながらやってきたいなと考えてございますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 この本来的に地域おこし協力隊の国の制度の仕組みと、３年後の起業化していくという形と、

そして今までの町で途中でやめた方の経緯だとか、反省評価の中でしっかりと構築した中で入れ

ていく必要があるんじゃないのかなと。足りない人員を補完するために地域おこし協力隊の制度

を使うというのは本末転倒じゃないのかと。生活支援というのは、緑にしても札弦、清里市街に

してもそういった人手が足りないそういった中においてなかなか手が回らない社協の事業の中

でも手が回らない。職員も手が回らない。じゃ、どうするかというのは制度の仕組みの話でしょ

う。生活支援という形の中においてどうやっていくかというのをもう一度しっかりとしていかな

いで地域協力隊を一時的に使ってやっていきますというのは非常に失礼な話でもあるし、もう１

回きちんとやはりそういった今ある制度の運用、どういう反省を今まであるのか。そして、今言

ったような地域の高齢者等を見守るためには既存の社会福祉協議会の機能とか役場における福

祉の機能とか、それと自治会を含めた機能とか民生児童委員の今の機能とかいうこともう１回検

証した中でしっかりつくり上げていく、その中で必要があれば今の合致するものであれば、地域

協力隊としての形でも構わないと思いますけど、そういった前提なしにやっていくというのは、

また同じようなことのうちの町で入れてきた地域おこし協力隊の非常に課題を残した部分の課

題を残しますし、また来る方に対しても失礼ですし、もう１回そこを制度仕組みとして、このあ

るべき姿ともやはり求めていくというのが福祉を核として町はやっているわけですから、そこを

十分検討を加えた中で慎重に取り組んでいただきたい、このように考えます。 

 

○池下委員長 

保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

古谷委員から言われたことはごもっともでございます。その中でやはり私としてもこれをせっ

かく地域おこし協力隊にこのような事業だということで募集をかける上では、やはり単発で終わ
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るのは違うというお話をさせていただいています。それで、仮になんですけども副委員長から御

質問があったことに関して、そういう社会福祉協議会に移行していく形もできますよということ

で御説明をしたような状況でございます。 

募集に関しても、このような事業ですよということになりますので、地域おこし協力隊に対し

て失礼かどうかというのはまた別の次元の話になるのかなと思いますので、私としてはそのよう

な御回答にしてしまうかなと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 前段にありました御質問の中で今まで来た地域おこし協力隊の関係の部分でございます。企画

の方で地域おこし協力隊の募集活用また観光部分でやってきた部分がございますし、途中で帰ら

れた方もいるということで、当然その分については、今までも検証評価はきちんとしていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

今後、野呂田課長からも説明がありましたけども、この事業を単発に終わることなく中長期的

な部分でこの事業をまた新たな福祉部分で事業展開ができる形で進めていければというふうに

思います。古谷委員から言われた御意見等も、きちんと整理をしながら行なっていきたいなとい

うふうに思っているところでございます。 

 

○古谷委員 

 理解を示しますけれども元々地域おこし協力隊を清里町の地域振興の中でどのように導入し、

展開して生かしていくかという柱になるものは基本的にないんじゃないかと。今のお話聞いてる

と。場当たりで言ったら非常に申し訳ないですけども、町長、副町長が言われました。導入しま

すというだけの話であって将来的には社会福祉協議会の職員として採用するかもしれませんと、

地域おこし協力隊のそのものの地域振興に関わるポジショニングとか活用の手法とか方法論だ

とか展開というものがしっかりしたものが無い中で、繋ぎ繋ぎでやることの是非、やはり慎重に

しっかりとその辺制度構築した中で特に福祉の話ですから。観光でお客さん来なかったとかの話

でなくて日々の話ですから。やっぱりそこは福祉をまちづくりの核にして町政をすすめているわ

けですから、そこはしっかりと制度設計をやった上で適正に必要な職員は職員としてきちんとし

た配置するということが本来のあり方であって、今の様な形でやっていくことが本来的な福祉行

政の在り方かどうかをもう１回しっかりと検証していただきたいこのように考えます。以上で

す。 

 

○池下委員長 

保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

古谷委員言われたことはごもっともでございます。それで当初から地域おこし協力隊、今まで

の観光業務のようにその場所に派遣するということではなくて、やはりうちの福祉介護グループ
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の方に人員をおきまして社会福祉協議会とともに、この訪問事業をやっていかないといけないか

なというところでの考えがございます。 

その中でもやはり清里町で実際的に正職員を置いてそのような形ができるのが一番良いこと

ではございますけれども、やはりこの小さな町ということもございまして今、地域おこし協力隊

がどうなんだという部分の御質問でありますけれども、それを活用した中でまだやってみるとい

う形に進めようかなというところで今回御説明をしたところでございます。先ほど申しましたと

おり、まだ募集の前の段階でございますので、もう一度理事者とも話をしながら方向性について

は決めさせていただきたいとこ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。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは企画政策課終了したいと思います。どうもご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 12時過ぎましたけれども進めます。大きな２番、決議について事務局よりお願いします。 

 

○議会事務局 

 それでは２番目の決議について。総務文教常任委員会所管の決議が１件提出されておりますの

でご説明致します。議会資料１ページをお開きください。提出者は北海道町村議会議長会会長 

渡部 孝樹氏で郵送による提出です。 

４ページをお開きください。「民族共生の未来を切り開く」決議です。読み上げて説明いたし

ます。アイヌ文化の復興・発展の拠点としてウポポイが北海道白老町ポロト湖畔に、４月 24日

誕生する。先住民族アイヌを主題とした日本初の「国立アイヌ民族博物館」と「国立民族共生公

園」等からなるこの施設は、国では年間来場者 100万人の目標を掲げ、道内においては官民一

体となって誘客活動に取り組んでおり、道内各地のアイヌ文化振興の取り組みや食・観光等の地

域の多様な魅力とつながることにより、国内外への総合的な情報発信の強化となり、国民理解の

促進が大きく期待される。 

 また、北海道を訪れる観光客のさらなる増加は、新たな産業の創出・既存産業の活性化など相

乗効果も期待されるところである。 

 よって、清里町議会は、ウポポイ開設を機に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現が

図られ、北海道が魅力ある大地であり続けるため、清里町民の協力を得て「民族共生の未来を切

り開く」決意をここに表明する。アイヌ文化の振興の取り組みに関する決議ということで、提案

理由としましては、北海道には弥生時代がなく、13世紀ぐらいまで続縄文・擦文時代が続き、

蝦夷地のアイヌの人々は、狩猟や漁労により、独自の文化を形成していました。そして、2019

年 4月には、アイヌ新法が成立し、アイヌ民族が先住民族であると初めて明記されました。 

 このようなことから、ウポポイが開設されるこの機会に、道内各地の町村から、先頭に立って

民族共生社会を作り上げていくという決意を表明したく、決議案を提案するものです。 

以上、３月定例会に委員長名での決議の提出、また内容のご協議をお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 このことに関して何かありましたら。伊藤議員。 
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○伊藤議員 

 気になってしょうがないんですけど、決議案ですけども正直言って今聞いてても何を決議する

のかよくわからない。その民族共生ですか、民族共生のこと理解を示しますという決議なのか、

ウポポイが出来たからそこに国が年間の目標掲げたりとか、何を決議して、それをどこにという

のが僕だけですかね、ぼやーっとしているのはどうなんでしょう、皆さん。 

何の決議なのかわからないと思ってしまうんですけど。清里町議会として民族共生の未来を切

り開く決議を表明するってウポポイというのは今回の会場の話ですよね。それに対する支援をす

るというか町民皆で協力を得て、そこに行きましょうということを決議しているのか、民族共生

の先住民族であるアイヌのことに対してすごく理解を示しますっていう決議なのか。何なのかが

ちょっとこの文章だけではよくわからないのですけど、ここで言ってもしょうがないとは思うん

ですけど。 

 

○田中議長 

 まとまって活性化しようということだと思う。 

 

○伊藤議員 

 それじゃまずいんじゃないですか。それにこれを勝手に使っちゃ。 

 

○村島委員 

 一回行ったらいいさ。 

 

○堀川副委員長 

 悪いことではないと思うけど。 

 

○伊藤議員 

 よくわからない決議になっているなと思って。 

 

○池下委員長 

 これはウポポイを開設することに関してアイヌが北海道を開拓したんだということで、今回ウ

ポポイあそこのポロトコの所にこういった施設を立てますよと北海道民として理解して欲しい

ということだと思うけどね。 

 

○伊藤議員 

 アイヌとかっていう話もわかりますし、アイヌ振興も民族振興もわかるんですけど、この決議

だけで言ったらほとんどウポポイですよ。ウポポイやるから皆さん協力してくださいという雰囲

気でイメージがあってそういうことを決議したいならそれはそれで構わないんですけど、相乗り

して行くという話も。 

 

○議会事務局長 
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 はっきりとしたことはわからないんですが、ウポポイの開設を機にみんなが共生できる社会を

切り開こうというニュアンスでウポポイはあくまでも前段のフリだと思うんですよね。 

 

○伊藤議員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 これ、見た限り伊藤議員が言ったようにわからない部分もあるんだけど、決して変なことをお

願いしにきているわけでもないので何とか理解してください。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。大きな３番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、３月 26日木曜日を予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○池下委員長 

大きな４番その他、何かありますか。私の方からの提案なんですが今回来年度の当初予算にの

っておりませんが清里小学校、それから給食センターこれはもう補正予算で出してくるのかと思

いますが築 26 年経っているということなんで、所管として１度事務調査をしたいと思います

が、皆さんいかがでしょうか。 

（「よろしいです」の声あり） 

 

○池下委員長 

 それでは３月の定例議会終わった後に、皆さんと相談しながら行きたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

それでは第３回総務文教常任委員会を、これで終了します。 

 

 （閉会  午後 ０時 14分） 


