令和３年度予算

予算質疑
一般会計・歳出

庭園のまちづくり事業

【予算科目】
質問
費、総合戦略費の科目がなく
なった理由は。

質問

運営、住民理解など、しっか

全体戸数、解体戸数が

として補正予算の提案をさせ

質問

全体で７戸、内４戸は

教職員住宅として使用してお
早急に売却する考えは

【緑清荘管理運営事業】

を行い、利用方法を検討する。

なく、町有地として維持管理

答弁

更地になった跡地の活用は。

旧光岳、旧緑町小学校

の利活用検討の進捗状況は。

質問

【旧小学校の活用】

ていない３戸を解体する。

り、現在２戸入居中。使用し

答弁

りと精査を行う。

万

旧新栄小を解体したが、

何戸で、現在の使用状況は。

どを踏まえ１千
質問

昼間、休業しているレ

答弁
ストランの再開の見通しは。

旧光岳小は、多目的な

再利用を考えており、現在、
答弁

かを示し、地域にも、できる

をワンセットでどうあるべき

公共施設の修繕、管理、運営

設だけでなく、今抱えている

う一度議論すべき。旧学校施

いいが、地域の優先課題をも

けなければならないが、実際

めている整備の目標値に近づ

答弁

実際に行うのか。

報系の防災行政無線の整備は

質問

【防災対策】

を進めている状況である。

について、指定管理者と協議

コロナ禍で、宿泊者数

原案を作成中。旧緑町小は、

【旧江南小学校】
も減り、レストランだけでな

め。総合戦略費は、当初国の
地域の活性化協議会の解散以

質問
敷地内の解体物を確定

解体の方針だと思うが、

交付金に対応するために科目
どのように行う予定か。
く、経営そのものの立て直し

を設けていたのを今回整理し
答弁
質問

降、協議が進んでいない。

た。いずれも関連科目に振り
し、解体設計およびアスベス

もの、できないものを伝える

には、時代に合った通信ツー

【マイナンバー普及事業】

計画としては、国が求

強靭化計画に記載の同

など、持続可能な行政運営の

ルの整備を検討したい。

につなげる活用ということで

質問

何が何でも地域活性化

はなく、各施設の状況、地域

和３年度の目標値は。

答弁

視点が必要ではないか。

地域の活性化に結びつ

替えて予算を計上している。
ただ単に科目をなくし

く具体的な活用ができるなら

質問
て事業を移行するだけでなく、

事業の統廃合などが必要では
事業の性質、効果、必

ないか。
答弁
要性を判断し、スクラップア
ンドビルドの検討を行う。

原因調査および職員の

【職員自死事案の関連予算】
質問

性、費用対効果、今後の管理、

含めて対応する。

ケア関連の経費が、当初予算
体工事】

で使用できる千円のクーポン

【高齢者等の暖房費支援事業】

申請で、普及率は約

％。目

標値は令和４年３月末までに

質問
が約

本会期中に、追加議案

令和２年度からの事業

の３次補正について、３月に
補正措置は行わないのか。

令和２年度は、申請が
ため認定は

世帯だった。予

件で、所得制限などがある

答弁

めてほしい。

令和２年度の実績およ

現在の普及率および令

答弁

券を発行し、宿泊需要と町内

質問

【旧光岳小学校教職員住宅解

のハイヤー利用助成事業のあ

消費の喚起を図る。旅館業、

び３年度の対象見込み数は。

・８％としている。

に計上されていない理由は。

【ハイヤー利用助成事業】

答弁

昨年度と比べ、予算額
り方など、町民の声、利用者

簡易宿泊所の許可を得ている

多くの方が受給できるよう努

地域交通のあり方、こ

万円減の理由は。
の声、町民との懇談会も計画

７施設が対象予定。

件の

答弁
し、多くの意見を聴く場を設

２月７日現在、

で、初年度どれぐらいの対象
け、清里町に合った地域交通

答弁

者、利用者を見込んでいいか、

【日本で最も美しい村事業】

【グリーンツーリズム事業】

国のコロナ対応交付金

施策、制度を構築したい。

て予算を計上した。

質問

わからない部分があり、３年

令和３年度に行われる
景観だけでなく、生活、

算は、実績も踏まえて

答弁

答弁

とした。申請されない方がい

【ワーケーション企業誘致支

でみると、昨年度と比較して
策を行うのは評価するが、マ
どこから、どのような

早い段階で成果を求めず、熟

質問
答弁

成させていくプロセス、プロ

ンパワー、人材の確保が心配。

や日本で美しい村連合のサポ

グラム、人材育成などの必要

道内外の都市圏の企業
ーター企業、ふるさと会にも

性を町と社会福祉協議会で共
事業を行うには人材が

有し、事業を進めてほしい。
答弁

必要だが、資格職の確保が難
昨年度に比べて予算が

ければならない。社会福祉協

質問
答弁

議会との連携強化を行うが、

しく、合わせて、人を育てな

対象予定者が減ったため。対

事業展開は、４月からではな

人工透析の方の減など、

象者が増えた場合は、補正も

減額になっている理由は。

【難病者通院交通費扶助】

呼びかけていきたい。

企業の誘致を考えているか。

約３千万円の伸び。新しい施

障害者自立支援費全体

210
援事業】

質問

世帯

質問

は、本省繰越となるので、本

ないよう、周知の徹底・強化

と全く同じ形での実施か。

宿泊１回に伴い、町内

国の３次補正について

がる戦略化が必要ではないか。

町においては、全額繰越しを

を図っていきたい。

答弁
答弁

雇用や地域経済につな

質問
答弁

行い、新年度の早い段階で、

産業の営み、住民の関わりで

渡的な制度として運用してい

協会とも連携し、交流・関係

必要なコロナ対策の補正を行

の影響で直接的な交流はでき

算を組んだのは事実。今後予

地域交通体系のまだ過

加盟することができたので、

く中、交通弱者に対する町の

人口の増、地域経済につなが

っていきたい。

他の加盟町村、サポー

なかったが、サポーター企業

算の組み方は、十分検討し、

質問

【新型コロナウイルス対策】

事業を検証の上、観光

持続的に展開していることを

基本姿勢として、こういった

る仕組みづくりを模索してい

質問

ＰＲしていきたい。

予算計上の仕方が妥当と考え

きたい。

とのオンライン交流会で、清

必要、適切な予算を確保する。

ター企業との連携は。

里焼酎のカタログ掲載の話を

事業内容は、基本的には同じ

令和２年度は、コロナ

進められた。通常は各種行事、

内容。利用者などの意見も聴
き、可能な範囲で、柔軟な対

実績を考慮した中で予

交流会などに参加して、連携
を深めている。

応を検討したい。
修繕の内容は。

施策が構築されるまでの前段

【役場前の広告塔修繕事業】
総合計画のメインテー

質問

この事業は、地域交通

答弁

的な側面があると思うが、町

容は。

質問

マが変わるため、テーマの書

民の声を聴き、町民の望む地

答弁

宿泊需要喚起事業の内

替えおよび照明のＬＥＤ化を

域交通の制度設計を。

行う。

【障害者自立支援事業】

ているのか。内容は、前年度
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250

180

661

16

12
広報きよさと

ていただく。

令和２年度の寄付額と、

【ふるさと納税】
質問

千

月末の寄付件数が

３年度の見込みは。
答弁
件、寄付額で

答弁
予算を計上している。

万円の歳入

千円。令和３年度は、実績な

千

1
8

ト調査を同時に進めていきたい。

プロジェクトでなくなったた

396

1

費は、第６次総合計画の重点

庭園のまちづくり事業

51

質問

予算質疑、総括質疑の内容を要約して掲載します。
度は現在までの実績を踏まえ

令和 3 年第 3 回定例会（3 月 5 日～ 12 日）において、令和 3 年度各会計当初予算の審議を行いました。

再審査のクリアの見通しは。

令和３年度の町の予算を審議
77
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【子育て世代包括支援センター】

質問

【旧江南牧場施設撤去工事】

わりしており、今後の体系も
答弁
地の活用方策は。また、現在

ュールは。

く、遅くなる可能性もあるの
質問
令和８年度に満杯になる予定
の放牧受入れ頭数は。
牧区の牧柵、水飲み台、パドッ

町営牧野から除外した

工事内容および撤去跡

含め、町の施設の運営のあり
は。年代に応じた相談など十
だったが、町民のごみの分別、
答弁

調査の結果、４年間延命でき、

現在の施設は、当初は

方、人材の確保など、役員の
分に機能できる窓口を構築し
減量化の協力もあり、残余量

保健師１名、社会福祉

職員の配置などの体制

でご理解いただきたい。
皆さんと十分に意見交換して
てほしい。

【介護老人保健施設運営事業】
いきたい。

令和２年度、コロナの
答弁
クの撤去を行う。今後は、町

からの派遣でなく社会福祉協

ないか。

重が生じる可能性を含んでい

て、４千万から５千万円の過

の数字は、実質的な収支とし

トの体制は。また、当初予算

けでなく、高齢者福祉施策と

て判断したい。単純に収支だ

あり、もう少し経営状況をみ

答弁

料の増額などを行う予定か。

のバランスをとるため、入居

ると思っていた。今後、経営

町からの負担がなく運営でき

質問

開所してまだ２年半で

て全てが機能するわけでなく、

門職が配置されたからといっ

の最適な対応が求められ、専

質問

を作っていきたい。

がワンストップでできる体制

発達段階に応じた指導・相談

整備、専門職の配置により、

の運営を考えている。施設の

業務の補助者２名の計６名で

業務も担う予定なので、保育

１名、子育て支援センターの

点や対抗植物の数的確保が難

検討はしたが、環境保全の観

答弁

を行う考えはあるか。

以外へ町独自の蔓延防止対策

質問

【植物防疫対策事業】

供用開始を検討している。

道との協議を行い、 年度の

住民への説明、７年度に北海

度に基本構想、６年度に地域

今後のスケジュールは、５年

答弁

質問
１年間通して安定的に

年間の売電収入予定額は。

そのうち清里町の負担額は８

市４町の地元負担額が

２年度の入牧頭数は

有林として植林を検討。令和

更となる。入所者

収支が合うように予算を組ん
でいる。
【社会福祉協議会運営事業】
町の大きな福祉の担い

万円で、現在のところ５年

すぐ行う必要のあるも

発生圃場への北海道か

らの補助はあるが、発生圃場

緑ダム小水力発電施設

【地域用水環境整備事業】
質問
の整備にかかる負担金だが、
今のところ総事業費は

完成までの本町の総負担額は。

答弁
万円の予定で、１
％、

万円の見込みである。

億９千

千

器具購入費の内容は。

薬剤散布や対抗植物の

に、引き続き農機具の洗浄、
答弁

鹿の捕獲の実績および

圃場からの土壌の移動の防止

鹿の捕獲頭数は

頭。器具購

令和２年度の今現在、

などの蔓延防止対策を行う。

修を開始し、保護者に対して

【裏摩周展望台】

先生や子供たちに活用しても
環境省が直轄事業で整

14
広報きよさと
2021.5

質問

影響もあり、厳しい経営状況
年度まで使用できる見通し。

議会のプロパーの職員になる
しての視点も加える必要があ

職員の研修、経験、体制など、
しく、令和３年度は町として

発電できれば、積算では５千

士１名、保育士１名、事務員

予定であり、給食は業者が変

答弁

名で、委
ると考えているが、いつまで

きめ細かく中長期的にプログ
の方策は持ち合わせていない。

万から６千万円の収入見込み。

【ケアハウス運営事業】

託料を算出している。結果は
もこの状況でいいと思っては

ラムを組んで行ってほしい。
国へは緊急防除に対する予算

になったが、３年度のスター

わからないが、 名の入所で、
おらず、十分検討する。

答弁
の確保、抵抗性品種の開発を

【有害鳥獣捕獲処理事業】

満床になった場合は、

質問
の、人材育成など中長期的な
要望する。また、今後、関係
質問

【最終処分場の整備】

頭。

手だが、施設運営や業務の委
視点で捉えるものなどを見極
機関と方策を検討するととも

事務長については、町

託が極めて多くなっている。
め運営していきたい。

し、本町の現況に合った運営

の仕組みづくりが必要では。
最終処分場の現段階の

質問

法人として発足した当

めてもらうための取組み、さ

答弁

で起業とはならなかったが、

らには家庭学習に向けての環

入費は、キツネの罠の更新と

の後任の採用見通しは。

３年間、本町のまちづくりに

境整備など、しっかりと丁寧

今後の整備の方向性、スケジ

順として、全体像を示して単
答弁

関わってくれたことは評価す

に推進してほしい。

だけでなく、囲い罠による対

も、今後、家庭学習での活用

け、教職員、教育委員会の研
採用人数に関わらず、必要な

も想定されているので、説明

人件費については、事

年度予算を提案すべきでは。
務局長、専務理事、事務正職

べき。今後も、積極的に協力

答弁

全体経費は約１億２千
員、事務臨時職員の４名分。

隊を採用・活用し、人材を育

策を行う考えはあるか。
囲い罠は、設置場所や

答弁
地域おこし協力隊は、リモー

ててほしい。

鹿の駆除に際し、銃器
計画で改修を予定。業務の手
トによる面接を実施し、１名

答弁

質問

順、予算提案は、今後改善し

内々定ということで、採用に
向け最終調整を進めている。

人材を求め、町も責任をもっ

会若しくは参観日での観覧な

観光振興、交流・関係

て人材の育成、支援を行う。

質問

り組んでいく課題と認識して

質問

らう体制づくりを進め、保護

ど、理解を深めてもらう機会

いるが、運営組織のあり方、

れるということだが、工期は。

者への説明機会、家庭でのタ

人口の拡大は、しっかりと取

人材の確保、業務の仕組みに

答弁

ブレット活用に向けての環境

を持ちたい。まずは、授業で

ついて、一度リセットして再

備を行う。工期は未定だが、

新たな展望台が設置さ

構築が必要ではないか。

整備など、検討していきたい。

現状の観光協会との連

夏頃までの予定と聞いている。

答弁

【公園管理事業】

携事業、業務の委託などの課
題を整理し、人材の確保、育

【商工業者コロナ対策】

質問

公園管理費の修繕費の
成、仕組みづくりに視点を置

内容は。

中小企業安定化支援事

質問

き、事業を展開していきたい。

羽衣南児童公園のＳＬ

【ＧＩＧＡスクール】

の塗装を予定している。

答弁

業は、４月以降も行うのか。
コロナの影響による商

【観光振興計画】

答弁

工業者の現状を見て、実施す

質問

されていないが、委託でなく

質問

国の施策の前倒しで、
自前で策定するのか。

策定に係る予算が計上

るかどうか検討する。
【観光協会補助事業】

短期間の取組みとなり、大変
基本的には外部委託せ

答弁

【高校生海外派遣研修事業】

質問

での活用、サポート体制、保

質問

苦労されているが、学校現場
護者への教育環境の変化や、

ジーランドは非常に厳しい外

コロナ禍により、ニュー

授業での活用手法の理解を深

ず、職員で策定する。
補助の積算内容は。併せて、
【地域おこし協力隊】

令和３年度の観光協会

学校現場での活用に向

答弁
ていきたい。

課題である。まずは銃器によ

る捕獲頭数の上限数引き上げ
の状況を見て、検討していき
たい。
【ポイントカードシステム行
行政連携事業で、実際

政連携事業】
質問
に付与されたポイント、金額
はどれぐらいか。施設利用者、
事業参加者の増につながるの
で、予算額に実績が近づくよ
令和２年度の今現在、

う進めてほしい。
答弁
万点、金

万円。行事などへの

ポイント付与が約
額で約

喚起へとつながるよう積極的
に周知を行っていきたい。

地域おこし協力隊は、

大量に捕獲した場合の処理が

時と現在の状況は大きく様変

147

障がい児は、個人ごと

経営、マンパワーなど総点検

12

の体制に対して、人件費分の

令和３年度工事の予算

観光業務に従事していて３月

【コミット改修工事】
万円だが、全体

質問

今の協力隊員は、町内

に退任する地域おこし協力隊

額が約１千

質問

500

カラスの罠を購入予定。

500

13

70
25

14
932

70

70

15

参加促進になり、それが消費

30

計画がわからない。業務の手

600

2021.5
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予算質疑
編集

議会広報特別委員会

☎ 25-2188

予算質疑
議会通信

年後 年後、焼酎事

場合の対応策、代替案は。

が、研修事業が実施できない
答弁

個人利用での区分はな

直しの検討はされているか。

はあるか。また、使用料の見

階での使用料の見直しの考え

か。段階的な軽減など、現段

避けては通れないのではない

になると、使用料の見直しが

１億８千万円で、実際の売上

経営分析による損益分岐点は

ずは経営分析に取り組んだ。

らいいかを検討するため、ま

業が存続するためにどうした

答弁

答弁
いが、団体利用では、減免規
方は。
は１億弱であり、その差をど

公営企業法適用化による運営

渡航は非常に厳しい状況。中
定により町内団体の優遇措置
答弁
う埋めるかが課題。ただし、

町民と町外者での差異、区分

止の場合は、インターネット
がある。社会教育委員の中で、
向け、今年度、基本計画の策
地域振興対策、特産品の開発

国間旅行の規制をかけている

通信でカメラを使った交流事
現行の使用料が妥当か議論し
定を行い、来年度は固定資産

り、本町は過疎債の発行が非

質問
定で今進んでいる。料金改定

６年度から完全移行という予

事務作業、５年度に移行作業、

４年度には法適用化に向けた

台帳の整備を行う予定。令和

に検証を行う。経営分析と経

経済波及効果を含め、多角的

事業の成果はもちろんだが、

で、令和３年度は、直接的な

う、焼酎事業の目的もあるの

普及、町の知名度の向上とい

ニュージーランドへの

業を準備。また、近隣ＡＬＴ
ているところである。

常に重要と認識している。現
の検討については、固定資産
営波及効果の検証により、ど

公営企業法の適用化に

の協力を得ての新規事業を協

質問
行の過疎法が３月末で期限を
台帳の策定後、４年度、５年
こが持続的な経営としてふさ

議中。５月の連休明け位まで

画していた事業か、それとも
迎えるが、新たな過疎法でも、
度に行い、６年度から料金を
わしいか、数値として示して

【野球場外野芝補修事業】

ラスの被害を受けた部分の修

答弁
画を策定することになり、９

過疎計画においても、過疎計

答弁

いきたい。

ないよう、段階的に対応して

利用者の負担が急激に上がら

お、料金の上昇については、
きたい。

検討を重ね、結論を出してい

外野芝補修事業は、計

【町債・過疎計画】

急遽危険性を感じてのものか。

過疎計画を策定し、過疎債を
改定していく考えである。な

には最終判断をしたい。

ダッグアウトなどの修繕の予
活用するという考えでよいか。

繕で、雪解け後に早急に実施
月議会への提案を目途に事務

様々な事業実施にあた

定は。

したい。ダッグアウトは、構
作業を進める。現状で、過疎
【焼酎事業】

新たな過疎法に基づく

造的な調査も必要で、多額の
債の活用を予定している事業
質問

芝補修は、昨年秋にカ

経費もかかるため、効果的な
については、当初予算で措置

持続可能な焼酎事業を進めて

上を少しでも伸ばし、今後も

厳しい現実は理解するが、売

和２年度に経営分析も行われ、

コロナ禍の影響で焼酎

方法を模索している。
の売上が落ち込んでいる。令

特別会計
【農業集落排水事業】
ほしい。

行ってきたが、今後新たに整

簡易水道事業も含め、

ナウイルスワクチン接種の開

備する考えはあるか。

質問

建設場所は未定だが、施設

始が新聞に掲載されていたが、

令和３年度スタートの

の機能、グラウンドも含めた

緑清荘の指定管理
入浴利用者に対して丁

町長
町長

促進団地の推進を位置づけて

移住、定住対策として、定住

「第６次総合計画」の中で、
事業主体が北海道で町は関わ

おり、また、策定中の「第２

また、現在休業中のレストラ
議員 神の子池のトイレ、駐

っておらず、本町の医療従事

期まち・ひと・しごと創生総

医療従事者の接種は、

車場などの整備が進んでいな

者は、小清水赤十字病院が接

合戦略」の中でも、定住施策

ンの昼の営業の再開を望む。
町長

い理由は。また、さくらの滝

種場所との連絡を受けている。

指定管理者に対し、利

用者へ親切・丁寧な対応をす

の整備を早急にする考えは。
町長 神の子池は、多くの観

歳以上の方は、高齢

旬以降とされているが、未確

高齢者の方が早くても４月中

営住宅跡地、民有地も含め、

今後、未利用の町有地、公

の一つとして、整備計画を盛

指定管理者と協議を重ねてい

光客が訪れているが、現状は

定で、

昼のレストランの再開は、
るが、人員不足に加え、コロ

小さなトイレの設置のみのた

早期再開に向けた協議を行う。

ナの状況もあるが、引き続き

要と聞いている。今後のコロ

施設全体の見直し、改善が必

等でできなくなったため、現

計画していたが、様々な規制

管理署の作業行為での整備を

計画を策定。当初、南部森林

させないという考えで、整備

観光客にも極端な不便を感じ

め、自然環境の保全が図られ、

館などを検討。今の段階では、

きよさとクリニックと町民会

は札弦センター、清里地域は

地域は緑センター、札弦地域

ワクチンの接種会場は、緑

るか想定できない。

ので、現段階ではいつ頃にな

者の方が終わってからになる

での事業の推進を。

くても、必要であれば町単費

用すると思うが、補助金がな

いて、財源として補助金を活

関に資金を預託し、原資の確
保による融資枠の拡大や、保

令和３年度中に基本構

での建設場所の考えは。

額補給を行っている。原資の

の後、基本設計、実施設計、

町長

備内容・手法などを検討する。

が、予算的なものもあり、整

議員

医療従事者の新型コロ

施策、事業の実施にお

施策・事業推進の財源
議員

町財源にも限りがある

助金などを有効に活用するが、

は、これまで羽衣地区と新町

議員

していく。

どを判断し、町単費でも実施

のではなく、必要性や状況な

補助金がないから実施しない

地区に３団地の整備・分譲を

定住促進団地について

場所や区画数などを検討する。

議員

在、新たな手法も含め、整備

ワクチンの配分、供給内容な
町長

他市町で、町が金融機

証協会の審査の免除等を行っ

想をまとめるということであ

の方向性を再検討している。

どが未定であるが、医療機関

ので、集中と選択で事業を進

議員

ている例があるが、本町の今

るが、早期に開設できるよう

さくらの滝も、展望場所や

との調整を進め、適切な接種

町の支援として、現在、

認定こども園の開設

後の制度見直しなどの考えは。

推進していただきたい。現状

駐車帯からのアプローチなど、

町長

資金提供は、償還不能となっ

そして着工となるので、土台

貸付利息の一部と保証料の全

た場合の町のリスクも大きい

となる基本構想は、時間をか

基本構想をまとめ、そ

ため、金融機関にも相談し、

けてしっかりと立てたい。

新型コロナワクチン接種

有効な手法などをみつけたい。

定住促進団地

める。健全財政の観点から補

り込むこととしている。

ナ禍で宿泊者などが減少し、

一般の町民の方への接種は、

るよう申し入れをしている。

神の子池・さくらの滝整備

本町のワクチン接種のスケジ

◇本会議の開催日など、詳しくは議会事務局（☎ 25-2188）へお問い合わせください。

規模など、全体的に検討し、

手指の消毒をお願いしています。

議員

◇議会を傍聴する際は、新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用と

ュールはどうなっているか。

定例会は、３月・６月・９月・１２月の年４回、また、臨時会も必要に応じて開催されます。

適地を選考していきたい。

議会を傍聴しませんか。

寧な接客を心がけてほしい。

町民の声を町政に !!
体制を整えていきたい。

３名が質問しました。
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20

反映し、予算計上している。

一般会計・歳入

スキー場のリフト、社

【体育施設使用料】

質問

藤議員、前中議員の

なるべく早く整備を行いたい

村島 健二 議員

会体育施設の使用料について、

われ、村島議員、伊

2021.5

10
16

令和３年度予算

に予算総括質疑が行

中小企業融資制度

3 月 12 日（金）

総括質疑

☎ 25-2188
議会広報特別委員会
編集
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して考えるならば、多額の経

とした。

合的に判断して建設すること

済への寄与の思いもあり、総

傾向であること、地域産業経

のような状況であったか。

近の業務量や勤務の様子はど

亡くなられた職員のここ最

握している部分を聞きたい。

だが、現段階で事実として把

どの調査が行われるとのこと

案が起こった。今後、原因な

員が自死する大変痛ましい事

町長

検討も必要ではないか。

に相談窓口を設置するなどの

しづらい。外部の第三者機関

っても、職場内のことは相談

議員

けていなかったと聞いている。

なられた職員からの相談は受

務課に設置されている。亡く

メント関係の相談窓口も、総

課の職員厚生であり、ハラス

方に誠心誠意対応するのはも

ない。町としては、ご遺族の

くかということになる。

どのような対応を町がしてい

り、その結果を踏まえ、今後

る予定。調査期間は、目安と

面談や電話などにより実施す

基本的には全職員に対して、

回目の打合せは済んでおり、

依頼する。調査手法などの一

現在、その懸念が解消された

議員 「公営住宅長寿命化計
費による新たな住宅１戸の建

メント関係は、相談する側も
とより、職員のメンタルケア

住宅不足解消の施策と

況が２戸程度で、需要が増加

議員

役場職員の自死事案

画」において、今後３戸の建
設よりも、空き家活用促進事
町長
受ける側も難しい面があるの
もしっかりと行ってほしい。

業務量については、特

職場内の相談、ハラス

議員

この問題は憶測や偏っ

網走保健所にも心の相談窓口

心や身体の健康相談窓口や、

かりと検証していただきたい。

出される調査結果を基に、しっ

誠意を持って協力し、今後提

た考えで軽々に話すことでは

が開設されているので、しっ

ているが、全てが民間だけで
する負担は、仮に業務が同じ

議員
弁護士に調査依頼するとのこ

議員

への臨床心理士によるメンタ

既に、近くで働いていた職員

あり、職員は心を痛めている。

町長

誠心誠意対応していきたい。

相談しながら進めるとともに、

いも感じ、町民の負託に応え

の気持ちを重んじ、町民の思

の顧問弁護士の法律事務所に

ハラスメント対応など

る町政執行をしてほしい。

ため、原課の管理としている。

系などに合わせた管理となる

パートタイム職員は、勤務体

職と同じ管理、処理の流れで、

るか。町長自らが英断をしな

トソーシングの検討をしてい

直し、町内事業者等へのアウ

化の観点から、業務内容の見

議員

指針に基づき規定を改正し、

昨年国の指針が変わり、町も

町長

のように認識しているか。

あれば、やはり義務違反。ど

衛生管理義務を遵守するので

調査をもとに早急に全容を解

の責任を重く受け止めている。

の極みであり、管理者として

所属事務所で、ご遺族とも相

北海道町村会の顧問弁護士の

町長

の管理手法について伺いたい。

時間外手当は、当初予

の事案の発生に対し、責任を

今回の事案の発生は、痛恨

道処理、ゴミ焼却施設等は業
議員

強く感じている。職員、町民

を命令簿に記載し、所属長の

職員を守る立場として、今回

しっかりとやっていく。

18
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こと、世帯向け住宅の空き状

設予定があるが、令和元年度
業の補助単価の拡大や、残り
に大きな変化はないと聞いて
かもしれない。職場の窓口以
また、弁護士による調査にも

日、庁舎内で職

から事業を一旦凍結している。

３戸のひまわり団地の建設予
いる。時間外勤務については
時間電話で対応する

２月

コロナ禍の中、凍結を解除し、
定地の宅地分譲の方が、町民
現在調査中であるが、勤務終
外に、

時以降は残られていない。

ただし、役場施錠後の午後

議員

約３千５百万円かけて一棟一
にとっても、費用対効果の面
了時刻の午後５時以降も勤務

空き家を含めた民間住

して３カ月程度と言われてお

戸の住宅を建設する必要性は
でも、住環境施策として有効
している姿が見られている。

町長

職場内に相談窓口があ

あるのか。令和３年度は、住
ではないか。

公営住宅建設事業

生活基本計画の見直しの年で
あり、建設是非の判断をもう
１年かけても良かったのでは

いいとはならず、町として公
量だとしても、人それぞれ感
とだが、既に依頼はされたの

ルケアのカウンセリングを実

かりと周知していきたい。

営住宅による住環境の整備を
じ方が違う。業務、職場環境
か。どのような形で、いつか

施しているが、全職員を対象

宅の利活用の必要性は認識し

町長
しっかりと行っていく必要が
に関して相談できる窓口は設
ら実施し、期間はどれくらい

に範囲を広げて行っていく。

ないか。

は、民間の賃貸住宅の建設も
あると考えている。ひまわり
置されているのか。また、亡
になるのか。

本当に痛ましい事案で

あり、ある程度の住宅環境が
団地の未整備用地は、現在の
くなられた職員が今まで相談

町長

整備されたことを考慮、かつ、
ところは、今後の公営住宅の
されたことはあったのか。

業務量や職務状況に対

建設した住宅の空き室が埋ま
建設予定地と考えており、定

今回の事案について、

らない状況が続き、公営住宅
住促進団地は他の用地で検討
町長

調査については、ご遺族に

を建設すると、さらに民間住
したい。

っている。そういう部分を今

調査は、北海道町村会

宅への入居が滞る可能性があ

は、あらかじめ申請書を提出
回が大きな見直す機会と捉え
議員

相談窓口、担当は総務

るとの判断によるものである。

することになっている。
ており、是正する改善策を講

昨年、労働施策総合推

職員配置は、人事異動の際

進法、通称ハラスメント法が

今回調査を依頼する弁護士

じていかなければならないと

は、利害関係のない公平中立

に業務量や時間外勤務の実態

改正され、町も種々対応して

の立場との認識でよいか。

考えている。

いるとのことだが、今回の事

を考慮し、配置を考えている。
会計年度任用職員の管理は、

議員
また、予算編成時に翌年度事

ければならない部分だ。サー

安全衛生委員会や課長会議で

明し、二度とこういうことが

案は、職員を守る立場で安全

用職員の時間外手当はどのよ
業の内容や量などを勘案し、

ビスの低下もある部分払拭で

説明、報告を行っている。ま

起きないよう、安心して働け

業務のアウトソーシング

うに予算計上されているか。
何人の会計年度任用職員を採

きないが、検証が必要では。

た、昨年の職員研修で、管理

る職場づくりに努めるととも

フルタイム職員は、ほぼ一般

また、時間外勤務の申請の流
用、配置するか決定している。

町長

職を対象に、ハラスメントを

に、町民の皆さんの信用を回

調査を依頼したのは、

れ、各課の業務に応じた職員

議員 今回の悲しい職員の自

務について、アウトソーシン

テーマとした研修も実施して

復するため、全力で町政に取

町の施策事業のスリム

配置の状況、会計年度任用職員

死の事案を目の当たりにした

グが可能ものは、指定管理や

いるが、改めて、研修内容な

り組んでいく覚悟である。

一般職員、会計年度任

町長

とき、どうしても、職員の業

業務委託により事業を展開し、

どの検証を加え、今回のよう

談の上でこの方を選んだ。

算において、一般職員は、管

務の加重はどうだったんだろ

民間のノウハウを活用してい

な事案が起きないよう、一層
が、 時まで勤務している職

務委託方式をとっており、今

は、起こるべきして起こった

の皆さんに辛い、不安な思い

上しており、各課ごとに毎月

員がいるという実態など、実

後も残された分野の直営業務

のか、従来から役場内の事務

をさせ、心から深くお詫びす

職員を管理する立場、

の執行状況を確認している。

質的な時間外の実態は。

において、行政サービスの確

執行の中で問題があったのか、

る。今後は、公平中立な原因

副町長

時間外勤務は、所属長の命

町長

保と業務の軽減等も含め、総

そこも重々検討してほしい。

究明を行い、職員ケアをまず

ハラスメントの関係は

理職を除く職員の基本給の６

うかと思う。役場庁舎は午後

る。今までも、温泉施設や保

の研修に取り組んでいきたい。

の確認・決裁を受け、その後、

とのご質問と受け止めるが、

合的に検討し、アウトソーシ

合わせて、もう一度全職員が
一致団結し、町長自らが遺族

今回の職員自死の事案

総務課で手当額を算出し、翌

時間外勤務命令簿に記載がな

ングの手法を取り入れていき

令により行い、勤務した時間

月に支給となる。また、時間

くても、職場で仕事をされて

サービス残業はあるか

外勤務が長期間続くときや、

たい。

町が行っている各種業

％、会計年度職員は３％を計

時で閉所するとのことだ

健福祉施設は指定管理、下水

職員の労務管理

建設を見送っていたの

26

いる実態は否定できないと思
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伊藤 忠之 議員
前中 康男 議員
時間を超える場合

ひと月で
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