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第７回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年７月２５日（木） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時１９分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●生涯教育課 

  ①清里高校支援対策について 

  ②平成２５年度清里高校生海外派遣研修事業について 

  ③スポーツ合宿の受入れについて 

  ④斜里岳ロードレース大会について 

 ●総務課 

  ①清里町レストハウスの管理について 

  ②清里町レストハウス施設運営事業者募集要項案について 

  ③平成２５年度一般会計補正予算（第４号）の概要について 

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  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■総務Ｇ主幹      熊谷 雄二 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    本松 昭仁 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 



 

 

- 2 - 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第７回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課、①清里高校支援対策について説明願います。 

 

○生涯教育課長 

 清里高校の入学の状況でございます。現在清里高校には１年生が２６名入学しておりまして、

町外から４名が入っているという状況にございます。６ページの下の方をご覧いただきたいの

ですが、清里高等学校の入学状況ということで、先ほど申し上げました、２５年は２２名清里

中学校から入っておりまして、斜里町が２名、網走から２名ということで、入学をしていると

ころでございます。次のページの７ページにつきましては、ここ５年間の清里中学校からの卒

業生の進路先人数を記載しております。２５年度の内訳ということで、清里高校の他、それぞ

れ先ほど申し上げました学校の他、北見北斗高校に２名、帯広農業、中標津高等養護、札幌第

一にそれぞれ１名ということで、合計４２名になっております。率にして清里高校には５２％

の生徒が進学をしたということになっております。それと、次のページの８ページでございま

すが、これは北海道教育委員会が示した資料でございまして、高校の配置計画を作成する基礎

資料ということで示されているものでありまして、上の方の表をご覧いただきたいのですが、

オホーツク東学区におけるそれぞれの市町の今後の中学校卒業生の見込み状況を示しておりま

す。ちょっと字が小さくて申し訳ないのですけれども、清里町、２５以降が推計ということで

載っておりまして、若干の増減を加味した中の数字になっております。清里の上に斜里町、下

に小清水町があります。小清水町におきましても、本町とほぼ同じような数字、増減が多少年

度によってありますが、清里より多かったり少なかったりというような状況になっております。

また、斜里町につきましても、３２年までの中では１００名を超えたり超えなかったりという

ことがございます。ご承知のとおり、小清水高校につきましては、まだ案でございますが、２

８年募集停止という計画が出ております。また、斜里高校も結果的に今年の４月から３間口募

集でしたが、結果的には２間口に減ってしまいました。今後の見込みといたしましても、中学

校卒業生の生徒数をご覧いただきますと、増える予定もございません。これをまた３間口に戻

すとなると、非常に厳しい状況ではないかなと予想されるところでございます。 

そういった状況を踏まえまして、資料１ページに戻っていただきたいのですが、２６年に向

けました高校支援対策事業ということで、これまでの継続事業が主になりますけれども、ＰＲ

をして生徒の募集・確保に努めていきたいということでございます。１ページにつきましては、

従来から出しておりますＰＲ用の周知用の資料となっております。 

ここで１点変わっておりますのは、４点目の入学支度金補助。これが一昨年から、清里中学

校から入学した生徒に対しまして１０万円の補助ということで、制服・体育着・教科書・教材

等ということで行っておりますが、来年の入学者分からにつきましては、他の各補助事業でも
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活用しております、きよさと商品券を支給し、地域経済の活性化にもさらに結び付けていきた

いということで、来年４月からの分から予定をしているところでございます。次の２ページか

らにつきましては、２６年度の生徒募集に係る支援対策、先般の連携会議でも承認をいただい

た内容でございます。重点推進方針としまして、ここに６点掲げております。特に昨年から変

わった部分については、特色ある英語教育・国際理解教育の推進、さらに６点目の高校配置計

画を踏まえた支援対策の検討というところを今後していく必要があるという認識をしておりま

す。具体的な展開方法につきましては、主に広報ですとか、あるいは高校からのＰＲ関係を積

極的に行っていくということで、（２）の清里高校ホームページの全面リニューアルの関係に

ついては、ホームページをご覧いただければおわかりになると思うのですが、内容を一新され

ておりまして、常に新しい情報掲載をしていただいているという状況でございます。また５番

目の、３町並びに網走一部への会報の配布ということで、別添で今お付けいたしましたが、北

海道清里高校のＰＴＡ等で作っております「エイム ハイ」という会報、これも早目に６月中

旬に配布をいたしまして、ＰＲ活動を積極的に行っていただいているところであります。さら

に、ニュージランド派遣研修につきましても、９月２０日から今年高校１年生が、後ほど説明

いたしますがほぼ全員出席をいたします。それから、（７）の国際理解教育 Top10 projects

（トップテン プロジェクト）と書いておりますが、こちらにつきましては、この資料の４ペー

ジの方で別添で付けておりますが、清里高校国際理解教育 in 2013 ということで、このトップ

テンプロジェクトの名称につきましては、毎年行っておりますモトエカ町にある宿泊施設でト

ップテンパークというのがございまして、そこを活用して活動しているということで、その名

前にちなんだ名称の設定を高校でしていただいているところであります。それから３ページに

いきまして、昨年から行っております大学入学資金、１００万円を限度とした無利子の貸付、

それから（１０）の部活動の支援ということで、昨年からバスケットの専門的な指導者を招聘

しております。これも今年度、第１回目を８月にまた３日間、町内、小清水、斜里の中学生も

含めた参加によって開催を予定しております。また、吹奏楽部の方につきましても、昨年、自

衛隊の音楽隊による指導を行いましたが、今年は岩見沢の教育大から講師を招いて、これも小

中学生を含めた中で指導をしていく予定をしております。この他継続としまして、学習・進学

講習の拡充、ユネスコスクール等の地域間交流の促進、その他、説明会を早めに、そしてきめ

細かに行っていきたいと思っております。また、最後の高校配置計画を踏まえた支援対策とい

うことで、６月の案が出ております。現状といたしましては小清水町内での検討がされている

段階と聞いておりますので、それらの動向を踏まえて、案が決定した後協議をしてまいりたい

と現在のところ考えております。以上、今年度、来年入学者に向けての高校支援対策について

ご説明をいたしました。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、清里高校支援対策についてということで、説明をいただきました。何かございませ

んか。（「なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 無ければ、まとめて後からもしますので、次に移らさせていただきたいと思います。２番に

ついて、お願いいたします。 



 

 

- 4 - 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは、私の方から平成２５年度清里高校生海外派遣研修事業について、ご説明させいた

だきます。資料につきましては９ページ、１０ページをお開きください。まず９ページですが、

今年度の日程であります。先ほど課長からも申し上げましたとおり、９月２０日に清里町を旅

立ちまして、９月２９日まで９泊１０日の予定で研修事業を行ってまいります。モトエカには

５日間滞在ということで、先ほど課長から申し上げましたトップテンパークと言うオートキャ

ンプ場的な所ですが、そちらに３泊、ホームステイ２泊を含めまして、モトエカ高校の体験入

学を中心に活動をする予定でございます。さらに、その後に首都ウェリントンにまいりまして、

国会議事堂などを視察研修しまして、９月２９日午後２時半頃、清里町に到着する予定であり

ます。続きまして、１０ページは今回の参加者一覧であります。生徒につきましては２５名、

教員につきましては１年生の担任並びに副担任の教諭、さらに教育委員会につきましては、学

校教育Ｇ主査の新輪の引率のもと、２８名の参加数でございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 平成２５年度清里高校海外派遣研修事業について、説明がございました。よろしいでしょう

か。（「はい」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 それでは３番、お願いいたします。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 スポーツ合宿受入についてということで、１１ページをお開きいただきたいと思います。今

年度の夏合宿の予定でありますが、中学校、高校、大学合わせて３つの部が来町する予定であ

ります。まず、北見柏葉高校バスケット部でありますが、８月１日～３日までの３日間、清里

高校との合同練習や練習試合を予定する中、行われる予定になっております。続きまして、東

大陸上部でありますが、８月６日～２０日まで１５日間、部員については２７名の参加の予定

です。行事につきましては、後援会の主導の中、歓迎会、陸上教室、中学生との交流、さらに

は盆踊りの参加も予定するということで、地域の方との交流も多く含まれております。続きま

して、管内の中学女子バレー合同合宿であります。８月８日～１０日までの３日間、管内の女

子バレー部１１校によります合同合宿で、トレーニングセンターや清里中学校の体育館を中心

に行われる予定となっております。 以上です。 

 

○畠山委員長 

 スポーツ合宿の受入について、説明をいただきました。何かありますか。池下委員。 

○池下委員 

 今年、多目的広場を造ったんですけれども、去年来ていた専修大学はここに入っていないの

ですが、アクセスはしたのでしょうか。その辺どうですか。 

 

○生涯教育課長 

 多目的運動広場につきましては、７月から供用開始ということで利用していただいていると
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ころでございます。専修大学のスピードスケート部につきましては、昨年来、糸川監督とも連

絡調整をしながら、今年度もということで連絡を随時取っていたところなのですが、今年は、

来年２月にソチオリンピックがあるということで、糸川監督が全日本の指導を兼ねているとい

うことがございまして、どうしても大学の合宿の日程調整がつかないということで、今年は来

られなかったという状況にございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしですか。他にございませんか。 

 

○畠山委員長 

 無ければ、４番に移らさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは、斜里岳ロードレース大会につきまして、１２ページ、１３ページと皆様にお配り

しております資料でご説明をさせていただきたいと思います。第３６回目となります斜里岳ロ

ードレース大会でありますが、開町７０周年を記念して、今までの斜里岳ロードレースをさら

にリニューアルしまして、日程につきましても今まで産業まつりと同日だったものを、９月２

２日に開催することとなりました。体制につきましては、実行委員会体制を組ませていただい

ております。１３ページにその名簿が載っておりますが、体協会長であります成戸会長が実行

委員長、陸上競技協会会長であります坂本さんが副実行委員長という体制の中、実行委員会組

織の中で、今準備を進めているところでございます。大会概要についてでありますが、皆様に

お配りしております大会要項がございますが、その裏面を見ていただきたいと思います。大会

につきましては９月２２日、生涯学習総合センターを発着として行われます。種目につきまし

ては、今まで１５キロが最長だったものを、１５キロというものがあまり人気がないものです

から、ハーフマラソンという種目に切り替えまして開催をする予定です。さらには、今まで９

月の第２週に行っておりました少年少女マラソンにつきましても、併せて開催するということ

から、１キロ、２キロ、３キロ、５キロと、細かな種目設定もしているところでございます。

なお、この大会につきましては、商工会等の協力もいただきながら、清里の食を提供するロー

カルフードフェス的な食の提供も予定をしております。さらには、表紙にも載っておりますが、

ゲストランナーに谷川真理さんという市民マラソンの中ではかなり有名な方ですが、谷川真理

さんを迎えた中で盛大に開催する予定でございます。なお、申込みにつきましては８月１６日

までとなってございますので、是非、議員の皆様方におかれましても、ご協力のほどよろしく

お願いをしたいと思っております。続きまして、コースについてですが、コースにつきまして

はこの資料の表に載っておりますが、生涯学習総合センターをスタートしまして、町の中を通

り、１５号道路を通り、美里の方にまいりまして、江南の方向に向かいまして、２線道路でち

ょっと距離調整をさせていただいて、学習センターの方に戻ってくるというコース設定であり

ます。ちょっとハードな部分があるかもしれませんが、清里らしさを出しているコースになる

と思います。今後のスケジュールにつきましては、第１回目の実行委員会が終わりましたので、

随時、実行委員会や部会を開きながら準備を進めてまいります。担当につきましては、それぞ

れ競技部会、選手サポート部会、警備交通安全部会、食・イベント部会に分かれまして、充実
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した運営を行うため、準備を進めているところでございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、斜里岳ロードレース大会について、説明をいただきました。何かございませんか。

前中委員。 

 

○前中委員 

 現時点での出場選手の状況はどのようになっているのですか。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 この大会ですが、今年度からインターネットの申込み、郵便振替の申込み、それから今回開

町７０周年ということで、町民の方は無料にさせていただいております。町民の方につきまし

ては、直接学習センターに持って来ていただくということでありますが、まずインターネット

の申込みにつきましては、ただ今７０件ほどございます。郵便振替の申込みにつきましては、

まだ先週の分が私のところに届いていませんが、多分６０件ぐらいと思います。それから町民

の方につきましては、今のところ１８０ぐらいということになっておりますが、これもまだち

ょっと微妙な数字であると思います。マラソン大会については、直前が一番申込みが来ると言

われておりまして、あと残り３週間ということで期待するところであります。以上です。 

 

○前中委員 

 それなりの参加人数になると、ボランティアのサポート体制も充実しなければならないと思

うのですが、多分今回、学校の方にもかなり依頼を出していると思いますが、その辺もあわせ

て、サポート体制をお願いしたいと思います。もう１点、コース的に今回、美里から上に上が

って、そしてまた２線、江南のスカイラインの終点のラインですか、かなり直線もあるんです

けども、ちょうど農繁期ではないですが、いもの収穫等がやはりありますので、そこら辺の交

通事情と言いますか、ＪＡに対してもそれなりの啓蒙活動をやはり一緒にあわせてしていただ

ければと。それは当たり前のことなんですけども、あわせてその２点についてお聞かせ願いた

い。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 まず１点目の運営の体制でありますけども、皆様の手元に届いているかどうか、この黄色の

紙、これにつきましては７月１日に広報と一緒に折り込ませていただいたものでありますけど

も、選手の募集と併せて、ボランティアの募集をさせていただいております。町民の方々も含

めた中でボランティアの募集をさせていただいております。さらには小・中・高、いわゆる大

会には出ないけどもボランティアとして参加したいと言う子についても、学校を通じて募集を

かけさせていただいております。さらには先ほど申し上げましたとおり、実行委員会体制とい

うことで、体協、陸協、さらにはスポーツ少年団協議会でありますとか、各体育関係の団体等

を中心に、運営側のスタッフの関係も依頼しているところであります。今後、その詳細の依頼

数につきましては、各事務局と詰めるということになりますけども、ボランティアの数も運営

側の数ですが、１５０くらいは最低必要かなということで予定を組んでおりますので、この人
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数をしっかりクリアして、安全で快適なレースになるように、この辺の調整を図っていきたい

と考えております。もう１点、コースの関係、農繁期ということで、前中議員さんのご指摘の

とおりでございますけども、最初に農協の方にもお願いをしているところでありますし、また

当然、その通るコースの住宅並びに農家の方につきましては、なるべく早い段階でこういうレ

ースがあって、この時間帯に通るという部分で１軒１軒お邪魔しながら、ご挨拶をさせていた

だきたいと思っております。よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

○前中委員 

 わかりました。この大会を契機に、今後ますます盛会になる大会を期待して、頑張っていた

だきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他に。無ければ、総体でありましたら、お受けをしたいと思いますけれども。よろしいでし

ょうか。（「はい」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 無ければ、生涯教育課終らさせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは引き続き、町から協議・報告事項ということで、総務課３点ございます。１点ずつ

説明をお願いします。 

 

○総務課長 

 それでは１点目の、清里町レストハウスの管理について、１４ページ～１７ページの資料で

説明させていただきます。本件につきましては、７月１０日開催の第６回常任委員会におきま

して、清里町レストハウス施設管理運営事業者募集要項案について、委員会で説明を行った際

に、委員各位からのご意見、ご協議を踏まえた中で、施設運営事業者の公募期間中に施設が利

用できないデメリットは図り知れないものがあり、町民間の不安の払拭、施設の適正管理、あ

るいは次期運営希望者への影響等に鑑み、公募期間中及び新たな事業者決定までの暫定期間、

施設の維持管理等を行うべく検討を行ったところであります。基本的な考え方としては、通行

者、通過者のトイレ利用に供するとともに、施設の荒廃を防止すべく、清掃管理を中心に適正

な管理の継続を行うということを原則としております。維持管理の業務については、別紙仕様

書に基づいて説明を行います。１４ページをお開きください。施設の維持管理業務については、

大まかに３つの業務に分けております。１点目は保安防災業務であります。施設及び敷地内の

施錠、火気の点検、施設備品の保安監視、施設の立ち入り確認、事故発生対応、定期巡回及び

非常事態への対応であります。 

２点目は、来客対応業務であります。主として事務室フロントにおける利用者への対応を主

たる業務とします。午前９時から午後５時までの間、施設管理を含む一般的な業務を主といた

します。 

３点目は、清掃・草刈・除雪業務であります。トイレを中心とした施設内外の清掃、草刈り、
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花木の管理を行うものであります。施設全体の清掃は週１回程度の想定であります。基本的な

管理エリアは１６ページの図面に記載のとおり、トイレ、ロビー、事務所、フロント、この管

理業務を主たるものといたしております。前段申し上げたとおり、その他全体の清掃は週１回

と考えておりますが、基本点な管理エリアについては、毎日の清掃・管理の業務となっており

ます。具体的な管理主体は、業務委託ということで実施することとしております。業務委託に

関わる部分での予算の説明をさせていただきます。１７ページをお開きください。予算は総務

費・財産管理費において、消耗品、燃料費、光熱水費等、５ヶ月分を想定しております。合計

で１６５万５千円。また、委託料で１６６万円。合計３３１万５千円の補正予算の計上を考え

ております。これらの業務委託とは別に、施設の新たな事業者の公募、これにつきましては８

月１５日～９月３０日までとしております。この間、応募者がない場合は、第２次募集を１２

月末までと想定しておりますので、最大５ヶ月間の予算計上ということで、補正をさせていた

だく予定であります。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 レストハウスの管理についてということで説明をいただきました。何かありますか。最後に

もまとめてあれば聞きますけれども。それでは、２番の関係について、説明をお願いしたいと

思います。 

 

○総務課長 

 ２番の、清里町レストハウス施設管理運営事業者募集要項案についてであります。本件につ

きましては、第６回総務文教常任委員会において説明した件でありまして、その際内容を説明

し了承をいただいた件であります。変更点がありますので、その点のみをご報告申し上げます。

１９ページをお開きください。７の受付期間でありますが、受付期間を８月１５日～９月３０

日までとするものであります。また、委員会のご意見において、応募者のなかった時の対応に

ついてでありますが、応募状況の推移を見ながら、同時進行でこのエリア全体のコンセプトを

含め、総務文教常任委員会と協議しながら対応してまいりたいと思います。いずれにしても、

年内あるいは年度内には方向性を出し、必要に応じ新年度予算に反映するものは予算化しなけ

ればならないと理解しております。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、レストハウス施設運営事業者募集要項案について説明をいただきました。何かござ

いませんか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 清里町レストハウスの施設運営募集要項についてですが、８月１５日～９月３０日までで１

回目の募集をかけるということなんですが、その後はなかった場合には、いろんな協議するっ

てことは、どういう項目、どういうことに関して協議をしていくのか。例えば、ここにある施

設の使用料の問題なのか。あるいは、施設運営の施設の大きさの問題なのか。あるいは事業内

容についてなのか。その辺について、年内に募集すると言っても、なかったからどうするとか

っていうことじゃなくて、前回の委員会で言いましたが、トータル的な環境をどうしていくの
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かというのは、委員会と協議をしていきますという前に、今の時点でどういうスタンスを取ろ

うとしているのか。その辺についてだけちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○総務課長 

 一応、年内を募集期間の最大限と言いますか、１２月末を最大限の募集期間といたしており

ますので、この期間に仮に応募がなかった場合につきましては、あの施設が本当にあの施設の

機能自体があの機能で良いのかどうか。レストラン機能、宴会機能、あるいはトイレのドライ

ブイン的な機能、そういった機能があのエリアに必要なのかどうかというようなことを含めて、

検討をしてまいりたい。委員会と協議をしながら検討してまいりたいということが、先ほど私

が申し上げた検討の内容ということで、ご理解願いたいと思います。 

 

○加藤委員 

 ９月３０日の時点で募集がなくて、第２次募集をかける時にも内容の変更については大きく

考えてはいないと。その後の年内の募集を過ぎて、募集が１２月を目途に終わった後に、その

後、再度考えていくという捉え方だということでよろしいのですか。 

 

○総務課長 

 そのようにご理解願って構わないのですが、第１次の９月３０日までの応募期間の中で、募

集期間の中でもし応募がなかった場合ついては、同時進行で公募もしますが、その辺の最悪の

事態を考えたところの協議も行ってまいりたいということで、同時進行でいきたいというふう

には現場では今、考えております。 

 

○加藤委員 

 ここで１つ危惧している部分があるのですが、仮に募集される業者あるいは個人がいたと。

その時に、営業するにあたっていろんな部分の修繕をすべきだと。あるいは備品の購入をして

もらわないとできないとなった時の対応の時に、どの程度までの予算を考えるのか。あるいは

どういう状態の趣旨で考えていくのかということが、私は非常に大きな問題になってくるので

はないのだろうかと。単なるレストラン業務、あるいは全体宴会業務、そういうものをトータ

ルとして今までと同じようにやっていけるのであればいいけど、例えば部分的なレストラン営

業だけのために、例えば営繕の金額をどの程度かけていくのか。そして、それが仮に町外の業

者であったり、団体であったりした場合に、町内の飲食店関係とのトラブルって言いますか、

競合の問題、そういうふうに踏まえた時に、どうしても清里町全体におけるあのエリアの問題

点がどういう方向にあるのかというのを、まず示されなければならないというのが、私は前回

言ったことと全く一緒なんです。その辺をこれ進めるに当たって、十分にその注意を払い、最

善な方法で取り組んでいただきたいというのが、まず１点です。 

 

○総務課長 

 基本的には、大規模改修あるいは新たな備品の導入については行わない。現状の施設で営業

してもらうというのが大原則でありますので、その辺第１次募集についても、想定される範囲

内での２次募集についても、大規模修繕、新たな備品の高額備品の導入は行わないと。現状で
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運営していただける事業者の方を募集するというのが原則でありますので、ご理解願いたいと

思います。 

 

○加藤委員 

 もう１点、施設の年間使用料１２０万円。これは、今までのレストハウスの業者との間では、

収支が合わなかった場合、苦しくなった場合の減免措置があったわけですが、今回の場合も、

前回細目が出ていたような気もするのですが、その辺の再確認をしておきたい。 

 

○総務課長 

 今も減免規定は残っておりますので、その減免規定に沿った中で対応してまいりたいと考え

ております。具体的な減免規定につきましては、後ほど資料をお渡ししますが、現状の設置条

例の中での対応ということですので、減免規定は生きるということでご理解願いたいと思いま

す。 

 

○加藤委員 

 非常にその辺が微妙なところだなというふうに、私は思っているのですが、現状として今ま

で２８年間営業してきたところが、収支が合わないで終わってしまった。それが新しい事業体

が同じような施設と同じような環境の中で、果たしてこの年間の使用料が徴収できるのかどう

なのかと、非常に疑問なわけです。そういう時にゼロになってしまった場合に、これは、目的

が町の施設だからという単独の考え方の基に、この町の一般の飲食店との関係の兼ね合いとい

うものを考えた時に、本当に最大限の注意をしていかなければ、大変な問題になってくるのか

なっていう気がするんです。これについては、本当に何回もしつこいようですけども十分に。

基本的には、今後あの地帯一帯の目的はどうあるべきなのか。これがきちっと提示されてない

というところに大きな問題があるだと思うんです。 

それとですね、もう１点、ちょっと先に戻るわけですが、それまでの間のレストハウスの管

理業務委託の関係ですが、この状態でいくと、自動販売機だとか、あるいは焼酎の直売だとか

は一切しない。そういうものが一切ないということは、単なるあの施設の保全のために、事業

をしていきますよということになってくるような気がするのですが、全体でいきますと、今日

の産業福祉常任委員会の中では、焼酎工場での直売が７月１日から既に行われていますってい

う報告がされるんですよ。でも、委員会が違うからあれなんですけども、報告ではないはずな

んですね。こういう問題というのは。それが今回、今までレストハウスの焼酎が売られていた

環境の中で、そういうものもしないで、その辺の例えば直売の中で、今回の焼酎工場の直売の

中では、のぼりから何からということがありますけれども、逆に言ったら、そういう直売的な

ものを同時にしておいて、この維持管理と運営の中に同時にしていくという考え方、あるいは

清里町全体としての取り組み方、考え方っていうのは、どういうふうに捉えてこういう結論を

出したのか。これは課をまたがるわけですけども、総務課としてはどう考えているのか。 

 

○総務課長 

 レストハウスの暫定期間のオープンの間、そこで売店なり、焼酎の販売なりという考え方を、

前回の常任委員会でも委員各位からのご意見がありましたが、焼酎の関係につきましては、町
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直営ですので、移動販売でレストハウスの所に販売所を設置して、販売も可能であるというよ

うに考えております。しかしながら、そこに終日、人を１人配置するというのは、なかなか厳

しいところがあると思いますので、新たな委託事業者の方のご理解を得て、その辺の扱いもし

てもらえるかどうか、それは確認をしながらやっていきたいというのが、私どもの考えであり

ます。 

従いまして、全くレストハウスで焼酎を販売しないんだということではなくて、販売の可能

性も考えておりますので、ご理解願いたいと。また、売店につきましても、大規模なお土産だ

とか、いろんな食品だとかという物を置くとなれば、その人にずっと委託してやっていただけ

れば良いと思いますので、その辺の新たな委託事業者の方のご理解を得ながら、その辺が可能

かどうか打診しながらやっていきたいということでありますので、全くそこでの物販がゼロだ

ということではございませんので、可能性を模索しながらということありますので、ご理解願

いたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 と言うことは、当然のように自動販売機の設置等についても、委託とかいろんな方法の中で、

可能な限りできる範囲内でしていくってことですか。 

 

○総務課長 

 そのとおりです。 

 

○前中委員 

 前回の委員会の中で、三位一体という言葉が良いか悪いか別ですけれども、あの施設、レス

トハウス・ふれあい広場・焼酎工場という中で、公募期間中にそのコンセプト作りを作ってい

ただきたいということでかなり発言もして、今回、議員提案の中でこういう形で出てきたんで

すけども、そのコンセプト作りの中で、これは私の個人的意見なのかもしれませんけども、町

サイドとして、やはり今置かれている道東観光、当町も４町における観光連携を提携している

という話も聞いている中で、今置かれている、例えば旭川の観光ルート、あるいは網走圏であ

れば知床、そして、阿寒であれば阿寒湖畔の観光、そして釧路、そういう広域の中で今、その

ルート上で何が起きているかというのを、やはりきっちりとリサーチと言うか、行政もしっか

りとその辺はプロのアドバイスなりを受けた中で、当町におけるあの施設はどういう形が一番

良いのか、あるいはどういう観光の中で、レストハウスが今後機能できるかっていうリサーチ

は、きっちりやっていただきたいというのがあります。たまたまちょっと、ある場面である人

から話があったんですけども、これは道新の中でもちょっと出ていた部分もあるんですけども、

観光バスが少ないと。ところが、それによって今、観光客がかなり戻っては来ているんですけ

ども、昼食をとる場所がないという提案があるんですよね。宿泊は知床、阿寒というのがある

んですけども、バスで移動なり、あるいはいろんな部分で、いざ昼食をとろうとすると、昼食

だけの場所がないという問題点があるんだということを、ある方面から聞きまして、確かにそ

うだなと。確かにそういうことを踏まえるのであれば、そこら辺のリサーチはやはり、僕ら以

上に観光行政に詳しいその人たち方に意見なり、そこはしっかりとお聞きしながら、行政の中

に反映していただきたいなっていうのは、個人的な意見なんですけどもあります。その辺につ
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いて、意見があればお願いしたいと思います。 

 

○総務課長 

 清里町全体に関わる部分なのかなと思います。また、前中委員のおっしゃるような、例えば

エージェントの意見を聞いたり、エージェントのアイデアを聞いたり、コンサルの考え方を聞

いたりという部分については、しっかりと対応してまいりたいと。そして、この辺全体の、町

全体の観光なりの計画と言いますか、コンセプト作りをしっかりとしていきたいなと思ってお

りますので、ご理解願いたいと思っております。以上でございます。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○加藤委員 

 １点、レストハウスの管理運営の業務委託関係の補正予算を組むわけですが、補正を組んだ

らすぐにスタートをかけるということで理解して良いのですか。 

 

○総務課長 

 これは、８月２日に臨時会が予定されておりますので、そこで可決されると同時に、委託事

業者の方にお声掛けをして、早急に対応してまいりたいと思っております。できれば、盆前に

何とかあそこを開けることができれば良いかなと考えていますので、ご理解願いたいと思いま

す。 

 

○勝又副委員長 

 ちょっと１点、今、観光施設としての位置づけというものを含めて、そのコンセプト作りっ

て言うか、そういう話が出たんですけども、募集をかける、そして募集が終わってなかった時

点で、機能も含めて必要かどうかということになるんだけど、この管理運営をお盆近くからス

タートしてというのも含めて、僕としてはそれをきちっとそれらの位置づけっていうものも進

めていかないと、募集の関係も含めてそうなんですけど、この募集の関係では従来のものって

言うか、そういうものと、施設の使用料が変わったぐらいで、何も変わってないんですよね。

実際にそしたら、現状で先ほど加藤委員の方から出ましたけども、ここ何年かは使用料ももら

わないような形の中でやってきていたということで、また再度、使用料を決めて募集するって

いう部分で、そんなことを引き受ける人が本当にいるのかなという感じがあるんですけど。そ

こら辺も、それはそれで減免規定があるから良いんだってことも、説明にあったたわけですけ

ど、そういうことじゃなく、管理の業務委託も含めて、さっきの前中委員の話じゃないけど、

観光施設としての位置づけが必要だと思うんですよね。それがないと、誰にやらせても、悪く

なったら使用料を減らして、それでもできなくなったら、また出来なくなりましたって。そん

なことの繰り返しになってしまうんじゃないのかなと思うんですよね。あまり、できなかった

ことに対してどうだったからってことを、根掘り葉掘りするべきではないのかもしれないけど

も、やれなかった現状っていうものをきちっと捉えて、失敗した教訓が生かされるような事業

展開をしないと。言っちゃ悪いけど、どんな施設もみんなおかしくなっていってしまうんじゃ
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ないかなと、そのようなことを考えるんですけど。そこら辺、町当局としてどういうふうに捉

えているのか。その進め方も、同時にコンセプト作りも進めていくのかどうなのか。ちょっと

考えを聞かせてもらいたいなと思います。 

 

○総務課長 

 既に、委員各位ご案内のとおり、この施設を賃貸していた借り手であります、レストハウス

きよさと株式会社があそこを閉鎖し、会社を解散するという事態が起きたのが、６月の中から

末にかけてであります。従いまして、今、７月２５日でありますので、この短期間の間で、あ

のエリアなり、町全体の観光施設のコンセプトなりを、新たに策定するというのはなかなか期

間的にも難しいということは、ご理解願いたいと思っております。あくまでも、この５ヶ月間

なりの施設の応募者がなかった場合の施設の管理については、暫定的なものでありまして、こ

の期間、仮にあの施設を現状のままで運営できるという気持ちのある事業主体については、あ

の施設をあのままで管理運営していただきたいというが、今の町の考え方でありまして、なか

なかこの短期間の間にあの施設、あるいは町のエリアの観光なりの構想を構築するのは、なか

なか難しいということがありますので、あくまでも暫定的な施策と言いますか、暫定的な措置

の中でのもの。これからのあそこのコンセプトを立てなければいけないという、勝又委員のご

意見はわかりますので、その辺も含めて、同時進行でやっていきたいというのが、今の町の状

況でありますので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○勝又副委員長 

 私も副委員長で、スムーズに進めていく立場ですから、苦言を申し上げたくないんですけど

も、今、課長が言われたように、６月の末にということで、１ヶ月しか経っていません。そう

ではあったわけですけども、経営状態があまり良い状態ではなかったなというのは、今気付い

たわけではないでしょ。使用料も減免されてきて。そういうことが解りながら、１ヶ月しかな

いからコンセプトを築けれないとか、そういうことじゃないんだよね。あくまでも、施設を誰

に任せていようが、町側としてはきちっとした観光施設という位置づけが必要なんだよね。そ

こら辺も全部その人に任せるわけじゃないんだわ。そういうことを踏まえた時に、１ヶ月しか

なかったからできなかったとか、そういうことじゃなく、今ある観光施設全てに関して、町と

してはそれに対する位置づけをきちっと持ってないとだめだということを、僕は言っているわ

けですよ。そのことを含めて、きちっとこれから検討していっていただきたいなと、そのよう

に思います。 

 

○総務課長 

 勝又委員のご指摘、まさにそのとおりでございまして、今ある３つの温泉施設なり、新たに

改築したパパスランドなり、あるいはオートキャンプ場を含めた町のそういったその施設につ

いての基本的なこれからの時代に向かってのコンセプトが必要だという部分は、非常に理解と

言いますか、そのとおりでございますので、先ほど前中委員もおっしゃったとおり、コンサル

なり、プロの考え方なんかも入れた形での、新たな考え方の構築をしていかなければならない

と思っておりますので、重々肝に銘じながら、事を進めてまいりたいと思っております。 
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○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。他に無ければ、次に移らせていただきます。３番について、お願いい

たします。 

 

○総務課長 

 ３点目、平成２５年度一般会計補正予算（第４号）についてであります。本件につきまして

は、２件の補正予算を計上するところであります。１つはただ今ご報告済みの、清里町レスト

ハウス管理関係の予算、３３１万５千円。２つ目は、江南牧草地の湧水災害の関係の補正予算、

３６１万２千円であります。計６９２万７千円の補正であります。財源につきましては、いず

れも一般財源であります。災害復旧の関係につきましては、詳細につきましては所管課であり

ます産業課より、所管委員会において協議報告がなされますので、ここでは詳細の説明は省か

せていただきたいと思います。歳入歳出合わせて６９２万７千円の補正予算であります。以上

でございます。平成２５年度一般会計補正予算（第４号）ということで、２件提案されます。

何かこれに関して質問等ございませんか。（「なし」との声あり）無ければ、総務課全般を通

してありませんか。 

 

○池下委員 

 今日のこの議題にはないことなんですけども、よろしいですか。 

 

○畠山委員長 

 中身はなんでしょうか。 

 

○池下委員 

 消防の職員住宅の関係なんですけども。 

 

○総務課長 

 はい、どうぞ。 

 

○池下委員 

 あれは、いつ頃から工事が入る予定でしたか。 

 

○総務課長 

 一応、職員住宅という位置づけで答えるのですが、もう既に、足場が組まれて始まっており

ます。 

 

○池下委員 

 確か４軒入っていたのですが、それぞれ違う場所へ移ったという話は聞いているんですけど

も、実は私の向い側にも職員住宅がありまして、そこへ移ってきた方もいます。２軒とも埋ま

っている状態、多分消防の方だと思うんです。それで、当人から聞いたわけではないんですけ

ども、違う方から聞いたんですけども、町の中にある職員住宅なのに、下水道完備ができてい
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ない。そこら辺がどうも、私は気になるところだったんですけども。所管が違うかもしれない

ですけども答えられる範囲で良いので。行政が町の中にある公宅に対して、今もまだ汲み取り

のトイレ、下水道の設備がなっていないというのは、いかがなものかと思うんですけども。あ

そこは壊す予定計画も今のところないですし、こういう使い方をするのであれば、やっぱり早

急に工事をするべきではないかと思っているんですけども、総務課長の見解で良いですので、

ちょっとお話を聞きたいなと思います。 

 

○総務課長 

 今、池下委員がおっしゃる施設につきましては、トレーニングセンターの前の２件の住宅か

なと思います。あの住宅につきましても、使い方としてはこのような形で、一時居住というよ

うな使い方が非常に多いということでありますが、使っているという実態がございますので、

今後調査して、下水道に繋ぐべきなのかどうかという部分も含めて、検討してまいりたいと思

っております。 

 

○池下委員 

 一般人が例えば家を建てるとか改築するといった場合、そういうことを推進している立場で

あるということを踏まえたならば、行政が持っているものがこうやって利用されている所に関

しては、一早くきちっと整備して、そこに住んでいる方は町職員なんですけども、普通の生活

を送れるような環境づくりをしていくということが、行政が一番先に取り組まなければならな

い事業ではないかなと私は思いますので、早急に何らかの形で動いてもらいたいなと思ってお

ります。 

 

○総務課長 

 今、この場でやるとかやらないという結論は、なかなか出せないところでありますが、池下

委員の意見を踏まえて、調査をしてまいりたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 今の池下委員の関連なのですが、前から言われていますが、職員住宅あるいは町営住宅、公

営住宅、これらの関係というのは、私は職員住宅という整備が本当に良いのか。あるいは町営

住宅として整備していくことが良いのか。この辺のトータル的な考え方をきちっと整備してい

くことによって、今言われた池下さんの問題点も見えてくるんですよね。職員のための住宅に

していくのか。町営住宅として、いろんな立場の中でその利用を図っていくためには、きちっ

とした整備が必要だと。そのための戸数や状態、あるいは人口推移、このビジョンをきちっと

再確認をしていくってことを、職員住宅の関連の時に、課長の答弁のもあったわけです。その

進め方を早急に、明年度に向かってきちっと報告できるようなスタンスで取り組んでいただき

たい。 

 

○総務課長 

 肝に銘じて、事を進めてまいりたいと思います。 
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○総務課長 

 ご連絡なのですが、９月１日、清里町１１５年開町７０周年記念式典が生涯学習総合センタ

ーで開催されます。案内状は本日昼から発送する予定であります。議員各位には案内状を発送

させていただきたいと思っております。これにつきましては、オープニングを清里中学校吹奏

楽部、これのオープニングで始まりまして、開式の言葉、国歌斉唱、先人・故人を偲んだ黙と

う、町民憲章唱和、これは清里高等学校の生徒によって町民憲章の唱和、式辞、高額寄付者あ

るいは功労者の表彰を行うところであります。祝辞を議長にやっていただきまして、明日に向

かって誓いの言葉を清里町の青年の代表の方に述べていただきまして、清里竜神太鼓でフィナ

ーレを飾っていただくというような形で、約１時間ちょっとの式典になります。これが大体９

時から始まって、１０時に終わるということで、１０時に同じ場所で開催している産業まつり

のオープンの時間ということでありますので、そういった形でご案内をさせていただきますの

で、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですね。他にないですか。なければ、総務課終わらせていただきます。どうもご苦

労様でした。 

 

○生涯教育課長 

 ２番、次回の委員会について。事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会については、８月１２日月曜日で予定したいと思います。 

 

○畠山委員長 

 次回は８月１２日でお願いいたします。３番、その他。事務局ございませんか。 

 

○議会事務局長 

 特にありません。 

 

○畠山委員長 

 議員の方で何かございませんか。（「なし」との声あり）なければ、第７回総務文教委員会

を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

                                            

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第４回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

（閉会 午前１０時１９分） 


