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第１０回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年１０月２４日（金） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時０７分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①旧レストハウス改修に係る設計スケジュールについて 

  ②地域おこし協力隊募集に係る職務概要等について 

 ●生涯教育課 

  ①教職員住宅整備計画について 

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    ■企画財政Ｇ主任    横畠 敏樹     

 ■生涯教育課長     伊藤 浩幸    ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚 

  

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１０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 

 いつもの通り、町からの協議報告事項という事で総務課２点ございます。１点ずつ１つ、説明

をお願いいたします。はい、課長。 

 

○総務課長 

 １点目の旧レストハウス改修に関わる設計スケジュールについて御説明申し上げたいと思いま

す。９月８日に開催されました当委員会において、補正予算に関わる説明の資料として、総体的

なスケジュールをお示し申し上げたところでありますが、それと大きく変わらない作業工程であ

りますが、補正予算成立後の具体的な流れを今日説明させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

旧レストハウスを改修して活用する新たな施設につきましては、再生可能で改修に影響のない

基礎梁柱等を除却し、全面改修を行うことで、より機能的でコンパクトなものを前提としている

ところであります。施設の基本的なコンセプトは、立地のロケーションを最大限に活用し、清里

町の自然、ものづくり、農産物、人などを含め、様々なステージのインフォメーションを中心と

した施設機能を持った施設とする構想でございます。焼酎や六次化事業また、これらの地産地消

さらには移住定住等のインフォメーションも想定しているところであります。清里のことを丁寧

に説明できる機能、清里焼酎を含むこの町の特産を紹介、販売できる機能、立ち寄った人が簡単

な飲食ができる機能、町民が交流できる機能。概略的には、これらの機能を備えた施設を想定し

た基本プランそれから実施設計に持っていきたいと考えております。 

資料の１ページをご覧いただきたいと思います。今説明しましたコンセプト、機能を兼ね備え

た基本プランについては、今月末をめどに概略的な平面図を、作成、検討、修正作業を行ってま

いりたいと思っております。１１月の当委員会に、その概略的な図面を含めた資料の提示を行っ

て皆さんの御意見をいただくという予定でおります。またこの間、内部協議関係機関などによる

検討作業も並行して予定があります。管理運営につきましても実施設計作業とあわせ、検討に入

らなければならないというふうに考えています。今年度中には基本プランを確定し、来年度末ま

でに実施設計を仕上げ、新年度予算に反映できればというふうに考えております。当然平成２７

年度は統一地方選挙の年でございますので、骨格予算になりますので、肉づけは６月の補正にな

るのかなっていうふうに考えております。以上で説明を終わりたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、旧レストハウス改修の設計スケジュールについてということで、説明をいただきまし

た。何かこの関係について、質疑を受けたいというふうに思いますが。 

池下委員。 
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○池下委員 

 ちょっと１つ聞きたいんですけど、７月の常任委員会の時の資料あるんですけど、民間意見を

取り入れながら、自主的に協議を繰り返していくっていうふうに書いてあるんですけども、具体

的にはいつ頃どういった形でやるのか、この辺はいかがですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 これは既に補正予算成立後、１０月の６日でありますが町民の各御意見をということで関係機

関の協議を行っているところであります。これには、六次化の企業を起こした方々、それから商

工会観光協会、ガイド協会等々方々に対しまして、こういった基本コンセプトですとか、機能概

略の機能についてご説明し、御意見を伺ったところであります。 

今後１回目の基本プランが概略と平面図ができた段階で、商工会なり、住民なり、ただ今申し

上げた方々なりの御意見も伺いながら、１１月上旬には、基本プランの２回目の平面図等に落と

してまいると。その後常任委員会あるいはまた内部協議等々踏まえて、年内には基本プランの確

定を行ってまいりたいというふうに思っております。基本的には今申し上げた形での方々あるい

はまた団体等々の御意見を伺ってまいりたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 当初ね、このレストハウスに関して設計の考え方というところで一気に実施設計するのではな

く６カ月程度の設計期間をとるっていうふうにあったんですけれども、実質的には先月９月の定

例議会で補正予算が決まりましたけども、やはりこうやって６カ月程度の設計期間をとり設計書

ができ上がった段階で、さらに手直ししてというふうに書いてあるんですけども、やはり十分時

間をとって、それで実質設計に入っていっていただきたいなというふうに思っています。 

 

○畠山委員長 

 他。ございませんか。無ければ次に移らさせていただきます。②お願いいたします。はい。 

 

○総務課長 

 続きまして、地域おこし協力隊募集にかかわる職務概要等について説明させていただきます。

本件につきましても、９月の定例会において、補正議決をいただいた案件でございます。具体的

に補正を議決させていただきましたので、協力隊員の募集作業に入ってまいるところであります

がその概要について説明申し上げたいと思います。 

補正予算におきましては、２名分の募集経費１５８万７千円を議決いただいたところでござい

ます。募集に当たっての職務は、観光、移住定住施策を中心とした事業の推進に当たる人材及び

地場産品の開発、ＰＲも含めた事業を担える人材。当面これらの職務にかかわる２名の人材を募
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集するものであります。今後具体的には、自治体と隊員と中間支援団体であります北海道観光ま

ちづくりセンターという組織がございますんで、ここに募集業務を委託し、具体的な募集開始作

業に入る計画でおります。常任委員会につきましては、１１月の１７日に委員会が開催されると

ころでありますんで、この段階でどういった形で、どういう方法で具体的な募集を行ってまいる

のか、というところの説明も次回の委員会にはさせていただきます。例えばインターネットでの

募集ですとかあるいはまた、広告掲載の方法等々につきまして、説明ができればなというふうに

考えております。 

以上概略でございますが、現在の地域おこし協力隊にかかる職務及び募集の状況について、説

明させていただきました。以上で終わりになります。 

 

○畠山委員長 

 ②番、地域おこし協力隊募集にかかる職務、概要等についてということで、説明がございまし

た。この関係について、何かございませんか。はい。前中委員。 

 

〇前中委員 

確認になると思いますけども、その募集に鑑みて、この北海道観光センターですか、そこを通

じての募集っていう話の説明ですけども、単独募集しないというふうに捉えて良いのかな。 

それともう１点。その２名の男女の雇用はちょっと限定できないと思うんですけども年齢的な

ものを考慮するのか、しないのかその２点。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

〇総務課長 

この地域おこし協力隊の隊員の募集、あるいは事後の研修中間での何と言いますか、カウンセ

リング等々も含めた形ですね、北海道観光まちづくりセンターにつきましては、そういったノウ

ハウ、あるいはまた実績がございますんで、そこに業務委託を行ってまいるというふうに考えて

おります。町単での募集につきましては行わず、この観光まちづくりセンターを介した形での募

集にあたって参りたいというふうに思っております。また年齢等々についてでございますが、い

わゆる総務省の事業でございます。これにつきましては都市圏に住む若者の地域、地方への移住

なりという政策でございますんで、若者というカテゴリーの中での募集ということで。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 ということは、この募集委託をするということは、この観光まちづくりセンターがその協力隊

の成果っていうかなそういう検証もするのかどうか、まったくあくまでも人員の募集という部分

だけなのか。 
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○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 この観光まちづくりセンターにつきましては、募集の業務、あるいは中間での隊員のカウンセ

リングあるいはまた研修、それから研修の成果等々についての業務もございますんで、その業務

も含めた形での委託というふうに考えています。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これ期間はどのぐらいなんですか。使う期間。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 ご案内のとおり、この事業につきましては募集経費、あるいはまた人件費あるいはまた活動費、

これにつきましては３年間の交付税措置があるということでございますんで、基本的にはこの制

度期限につきましては、３年を上限とするということでございますので契約につきましては単年

度の契約ですけども、３年間延長できるという制度、中身になっています。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 今説明あったように、北海道観光まちづくりセンターというところを基本に考えているという

ふうに捉えているんですけども、この１５８万７千円の中に、職員面接旅費というところで東京、

札幌２名で３２万６千円。これは札幌、北海道観光まちづくりセンターの方で例えば、人員がい

なかった場合は、東京の方まで行ってということなんですか。委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 この北海道まちづくりセンターへの業務委託につきましては、１５８万７千円がすべて業務委

託ということではございません。そのうち３２万６千円のいわゆる職員の旅費がこの１５８万７

千円に入っています。適任な人間がおりましたという時に、町の責任として、直接本人に会って

面接して最終決定を行うと考えておりますので職員が、札幌なり東京なり行って面接するといっ
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た経費であります。 

 

○畠山委員長 

 他。いいですか。はい、議長。 

 

○村尾議長 

 地域おこし協力隊の募集関係ですけども、もう少し親切丁寧に報告してもらいたいと思うのは、

先ほど池下議員から出た３年間という話はいいんですが、一人当たり４００万かな、金額。決ま

っているよね。地域おこし協力隊は、今まで１町村２、３名だったのが、今度増えているんです

ね。それの中身と、今回私ども遅ればせながら２名募集するんですが、もう少し議会に対して、

先発地帯であちこちやっている実績があるわけでございますんで、検討する材料をもう少し出し

てもらわなければ、行政で決めたやつを報告受けるだけじゃ、私駄目じゃないかなって気がする

んですけどその辺いかがですかね。 

 

○総務課長 

 地域おこし協力隊の制度の中身等々についての詳細をということでございますので、この詳細

につきましては、次回の委員会でも説明させていただきたいというふうに思っております。 

議長申したとおりですね、この制度につきましては、総務省の制度でございますので、地域お

こし協力隊一人あたり４００万円の地方交付税の交付措置がございます。その中身につきまして

は、また詳細ご報告申し上げますが、２００万円が人件費、あるいはまた２００万円が活動経費

というような部分での４００万円。それから事前の募集経費が１５０万円、これを上限にですね

交付されるという制度でございますので、こういったその制度の詳細につきましては、また後程

ご説明申し上げたいと思います。 

また隊員の職務内容についての懇切丁寧な事前の説明が必要ではないかというようなことでご

ざいますので、これにつきましては議長の御意見を参考に丁寧な説明をしてまいりたいと思いま

す。職務につきましても、前段庁舎内の会議の中でこれ以外に必要な地域おこし協力隊の制度の

中で活用できる職務内容はないかというようなことで、庁舎内的に協議も行った経緯もございま

す。その中で、とりあえずはこういった２種類の職務について募集してみようと。で、今後必要

なものがあれば、この制度２名という限定でございませんので、必要に応じて募集するというよ

うな形をとってまいりたいと思います。その際にはまた協議をさせて頂きたいというふうに思っ

ております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 詳細について、今抑えている中で各自治体におけるこの地方地域協力隊の成果なり、そういう

のがたぶんもう総務省から出てると思うんですけども、今の流れからすると、色んな成果がある

中でまちづくりにおける観光政策あるいは、もっと大きな将来的な教育からあるいはまちづくり

のあり方、あるいは福祉、行政まで全般に、この協力隊員が取り組むスタンスもあるのかどうか。
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そこまで幅があるのかどうかちょっとわかりませんけども、現にそういうところがもう自治体で

あるのかどうか。もし分かればそれをあわせて。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 基本的にはこの総務省の事業のコンセプトとしては、都市近郊に住む若者を地方に呼んで最終

的には起業したり定住したりというようなことでのコンセプトがございますので、私どももこう

いったその事業の中で、この地方、地域で起業をしたり、この地域で定住したりということを最

終目標として事業を実施していきたいというふうに考えておりますんでそういった形を、そのラ

イン上で事業を進めていきたいと思っております。 

また職務内容ですが、本当に様々な職務内容がございます。福祉関係の職務から、あるいはま

た教育の関係の職務を担っている地方もございますので、いわゆるどんな職種でもというふうに

考えていただければ、結構かなと。今一番近隣で成果を上げているのは、下川町の事例の中で木

材関係の職務にあたっている方、またその関連で起業をした方々というのは、成果があるようで

ございますので、そういった近隣の事業成果につきましても、必要に応じて資料提供して参りた

いというふうに考えております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 その意欲のある隊員が来てもらえるっていう事はいいんですけどね、受ける側の町側が、どう

いうことをしてもらうんだということが、明確にされてないとせっかく来ていただいてもどんな

部分で活躍されてくのか、隊員自体も見えてこないような部分もあるんじゃないかなと思うんで

すね。そういう部分で今言っていた観光まちづくりセンターはどれだけのことを、カウンセリン

グしたりサポートしたりしてくれるのかどうかわからないけども、やっぱり町側でそれをサポー

トできるような部分というのを持ってないと効力がきちっと発揮されない部分というのは出てく

るんでないかなと思うんですね。じゃあそしたら、どんなことを手伝ってもらわなくちゃいけな

いということを明確に要望して、そういう職員が来るのかどうなのかというのも、ちょっと見え

ない部分ですけどね、そこら辺はきちんとした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然勝又委員がおっしゃった通り具体的に何をしてもらうのかというところを明確にしていか

ないと、募集にあたっても応募する方々の不安の払拭をできない部分がございますので、その辺

は今後更に詰めた形で具体的に何をやってもらうのかというところを明確にして参りたいという
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ふうに思っております。 

また町の体制も通常の事務の臨時職員とは違った部分の、先ほども申した最終的にはここで定

住して、起業してもらうというような大きな目標がございます。これが果たして叶うかどうかと

いうのはまた別としてそういったその基本コンセプトに乗っ取った形で、この制度を活用してい

きたいというのが町の基本的な姿勢だということをご理解願いたいというふうに思います。以上

です。 

 

○畠山委員長 

 はい。いいですか。総務課２点についてなんですが、総体でも無いですか。無ければ終らさせ

ていただきます。それでは続いて、生涯教育課１点について、説明をお願いいたします。はい、

課長。 

 

○生涯教育課長 

 それでは、生涯教育課の関係でございますが、教職員住宅整備計画について報告したいと思い

ます。ご承知のとおり、児童生徒の成長に大きな責任を持つ優秀な教職員を安定的に確保するた

めには、住環境教職員住宅の整備が必要不可欠というふうに考えております。現在、清里高校の

教職員住宅や公営住宅等の入居によりまして、不足分をカバーしている状況ではありますが、実

質的には住宅が空いていない状況のため、教職員住宅の整備を進めたいというふうに考えており

ます。また併せまして、老朽化住宅の取り壊し、それから緊急性、将来性を考慮した計画的、効

率的な修繕等によりまして住宅の長寿命化を図っていきたいというふうに思っております。いず

れにしましても、今後の教職員の数ですとか、児童数の推移それから財源の確保等の検討も含め、

将来を見据えた計画的な整備を進めるとともに状況の変化によっては、見直しをかけながら住環

境の整備を図ってまいりたいというふうに考えてございます。整備計画の詳細につきましては、

担当の方から説明をいたします。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは教職員住宅整備計画についてご説明いたします。２ページをご覧いただきます。教職

員住宅の補修及び増設計画でございますが教職員住宅、まず取り壊し計画でございます。現在、

本町では管理する教職員住宅は合計３３戸でございまして、うち９戸が建築基準法改正前の昭和

５６年以前に建設されたもので、非耐震の建築物となってございます。清里町の耐震改修促進計

画の中で清里町内の住宅の耐震化を将来的に９０％の目標としてございまして、町所有住宅につ

いても耐震化を進めるため必要があるということから、これら築３２年以上の住宅９戸について、

建て替えのための取り壊しを進めるものでございます。 

続きまして、２番、教職員住宅の増設計画でございますが、本町の教職員の人数につきまして

は、平成２６年４月現在５３名で、現在教職員住宅は３３戸でございまして、そのうち教職員住

宅に２５名、町の所有している住宅並びに公営住宅に１３人が入居し、１５名が自宅や通勤、町

外からの通勤という形の状況となってございます。基本的には最低教職員数の教職員住宅の設置
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が望ましく、今後の人事異動によっては通勤不可能者が増えることも想定される事から早急な教

職員住宅の増設が必要でございます。表にあるとおり、一時的な期限付き及び加配教員等を町所

有住宅に入居させたとしても、４７戸の教職員住宅が必要で、現在１４戸が不足している状況で

ございます。 

３ページご覧いただきたいと思います。今後の建設計画でございますが、現在清里高校の教職

員住宅を３戸使用しているものでございますが、状況によりましては、今後退居を求められるこ

とも想定されることや現在町の単身住宅８戸を使用し、また公営住宅への入居などによりまして、

不足状態をカバーしてございますが、教職員の今後の状況の変化を考慮して、当面の増設は２戸

を目標としていますが３年ごと概ねめどに状況見直していくこととしていきたいと思っておりま

す。表の配置計画でございますが、清里町につきましては、老朽化した１戸を取り壊し、新栄小

からの振替を含め、３戸を増設いたします。不足につきましては、現在の新栄江南の住宅や単身

住宅を活用していきたいと思ってございます。光岳小につきましては、非耐震の住宅を取り壊し、

更新をしていきたいと考えてございます。緑町小につきましては非耐震の住宅３戸を取り壊し、

町有住宅の減少も見据え、４戸の建築といたします。中学校につきましては、現在の空き地に１

戸増設してでございます。新栄は清里小学校への振替で２戸の取り壊し、また江南につきまして

は、引き続き使用していく予定となってございます。これらに基づきまして、実質的に解体９棟、

建築１１棟という形となってございます。 

続いて今後の改修の修繕計画でございますが、５７年以降に建設し、既に耐震済みの住宅２４

戸につきましては、今後計画的な修繕及びリフォーム等によりまして、住宅の長寿命化を図り、

使用してまいりたいと思っております。主なものにつきましては屋根外壁の塗装ボイラーの更新

を年次的に実施してまいります。 

９ページをご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、設計建築取り壊し修繕に関

しての年次計画であります。 

清里小学校につきましては、２６年度補正設計実施並びに２７年度設計に基づく建築を新輪工

業側空き地での実施及び老朽化した１体の解体と解体跡地での設計並びに修繕でございます。２

８年度は解体跡地での建設並びに修繕でございます。以下、年次での修繕を実施していきたいと

考えてございます。 

光岳小学校は、２８年度解体予定地での設計及び１棟の解体を実施その後跡地での建設と取り

壊しを交互に実施してまいりたいと考えてございます。 

緑町小学校は、３年を目途にした見直しも影響するかもしれませんが現時点の計画としては、

３０年度に設計を行い、建築と解体を繰り返していく内容となってございます。 

清里中学校は２６年度の設計並びにそれに伴い、２８年度の１戸の建設となってございます。 

清里、新栄小学校につきましては、振り替えの清里小学校での建築後２９年度と３０年度で解

体を予定してございます。 

江南小学校につきましては、修繕等年次的に行っていきたいと考えてございます。表にありま

す児童生徒数及び教職員数でございますが、現在の推計として掲載してございます。３３年度以

降は、出生数が確定してございませんので前年の数字を継続した内容となってございます。 

清里小学校、清里中学校は、子供たちの数が変動しても教職員数に大きな影響がございません

が、光岳小学校におきましては２８年度にまとまった卒業生によりまして児童数が大きく減り教

員配置定数に影響が出ることになります。ただし、今後の児童数や特別支援の子どもによりまし
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て増加の場合も想定されているところでございます。３２年度には、まとまった新入生を迎える

ことで増加して、しばし安定した状態となる予定となってございます。 

緑町小学校につきましては、来年度１１人を切るということで特別支援の数の減で厳しい状況

となりますが、今後の山村留学の状況によっては変動が想定されるところでございます。整備後

の戸数につきましては、光岳緑町について変動後での対応がされるよう、幅を持たした内容とな

っているところでございます。 

いずれにしましても、毎年の状況及び数年に１度の見直しも踏まえ、対応していきたいと考え

てございます。なお新たな住宅建設関しては、既存の公営住宅の設計を活用し、建設によって若

干の修正は伴いますが、安価な方法での設計を予定しているものでございまして、今後補正予算

等に関してのご協議をさせていただく方向でございます。また建築費用につきましても文部科学

省における教職員住宅建設にかかる交付金につきまして、現在可能性がございますので、同等の

協議を踏まえまして今後採択に向けた調整を図ってまいりたいと考えてございます。 

以上で、教職員住宅整備計画についての説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 今総括の方から説明いたしましたが、今後１２月議会で清小分２戸、中学校１戸の設計費の補

正をお願いしたいというふうに考えております。それから教育委員会としましては、今の年次計

画で説明したとおりです。２７年度来年度でございますけども、清里小学校の２戸を建築したい

と思っています。しかしこれはですね、こちら担当課の考えでありまして、財源とか資金の当然

関係もありますので、今後財政当局と十分協議検討をして進めていきたいというふうに思ってお

ります。いずれにしましても、先ほども説明しておりますが、毎年の状況及び３年毎等の見直し

によりまして整備計画の方進め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。終わり

ます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、教職員住宅整備計画についての説明をいただきました。何かございますか。はい、ど

うぞ。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 これ見ますと、光岳と緑に関して、平成２９年から３４年まで全部で７戸建つんですけども、

今緑に関しては、山村があって１０何人の生徒がいるんだろうと思うんですけども、どんどんど

んどん過疎化になっていっているという現状があって、今後ずっとそうやって今の状況のままで

いくのか。その辺町長の考え方もあるんでしょうけども、それを踏まえた中で子供たちが最小限

に減っても、学校を維持していくのかってやっぱり大事なところだと思うんですよ。住宅は確か
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に必要なんですけども、４戸建てて例えば学校を閉鎖、統合ということになった場合どうなのか

なという部分が十分考えた上でってことなんでしょうけども、大変難しいかなというふうに思い

ますけども。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 学校のですね、統廃合も含めました関係でございますけども、当然学校の統廃合に関しまして

は、当然地域の方との話し合いもあるかと思うんですけども、まだその辺についてはまだ緑小学

校については、話はありませんけども、いずれにしましても特に緑につきましては山村等で、現

状の児童数等確保できた場合の計画というか、そういうことで今整備計画しておりますので毎年

なり、３年毎逐次見直しをかけながら、そういうような状況もありますので、そういう関係で整

備計画をやり直しながら進めていきたいというふうに考えております。いろいろ今委員指摘のと

おり、それらも含めて検討はしていきたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 我が町は今、清小と光岳と緑とあるんですけども、いずれも人口の減少によって、子供たちの

児童数も当然これ減ってくるんですけども、統廃合というのはすごく難しいと思うんですけど、

小清水みたいに一遍に全部町でということも考えられますし、今回、川上小学校でもですね、児

童数が５０何人いるんですけども、あそこも決定したということ聞いてますんで、我が町も１０

人前後ぐらいの状況がこう続く中で、やはりここはしっかりともう一度十分論議した中で進めて

いってもらいたいなというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 今、池下委員からあったとおりですね、今後統廃合の問題も含めまして、地域それから各方面、

いろんなところと当然町ともそうですけども検討しながらですね、この整備計画については進め

ていきたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○澤田委員 

 １５名ぐらいが自宅だとか町外の教職員住宅から通っていると。実際家庭の事情で、網走だと
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か北見から通っている人もおられるのか。住宅がなくて清里に住めなくて、通っているのか。そ

のへんは分かりますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 若干というか、町外から通っている方もいます。清里に住む住宅がないということで本人の都

合等も含めて、あと住宅の関係で町外から清里の方に通われている方もいます。 

 

○畠山委員長 

 澤田委員。 

 

○澤田委員 

 少なくても、清里に勤務される先生の住宅ぐらいは町で十分補うように町単費でもいいから、

公営住宅なら町営住宅を長いスパンの計画じゃなくて、もし緑に通う先生がおられても清里にそ

れなりの住宅を建てて、統合になっても、清里から通える体制で住宅だけも十分ありますよと言

えるように進めてもらいたいと思いますが。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 いずれにしても住環境の整備が、大変優秀な先生を確保するには大事だと思っていますのでそ

の辺、住環境の整備、計画的に進めていきたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今委員会の中でもいろいろ出て、住環境の整備あるいは町あるいは道の住宅を活用しているっ

ていう話があったんですけども、従来教職員住宅に一般の町民が居住するっていうことは出来な

いんですけども、その逆である場合、町単独で住宅を確保すれば万が一、３年ごとに学校再編だ

とかいろんな見直し、教職員の数も変わるだろうし、あるいは澤田議員がおっしゃったように、

町外からの勤務者の中には実態として妻帯者で、もう住宅を持っている方の教職員がいるのも実

態だと思います。あるいは町内に中古住宅を買って、他町の学校に通っているという実態も今現

にあると思います。そういう部分で、教職員住宅のあり方を完全な教職員住宅に絞らなきゃなら

ないのかという、ちょっとそこに疑問があったんですけども住環境の整備ということで推進する

んであれば、適用範囲を広げた町単費で住宅をというのはどうなのかなと。それは可能なのかど

うかという検討はしているのかどうか。 
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○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 教職員住宅の関係、２７年度も建設を予定しておりますけども教職員住宅になりますと、公立

学校の整備事業ということで公立の整備事業ですので、教職員の方のみとしか入れないというこ

ともあります。今言ったとおり、町全体例えば公営住宅なりそういうような形の住環境整備とい

うふうに考えた場合については、前中委員に言われたとおり教職員だけでなくて他の方、役場職

員もそうでしょうけども、色んな方を含めた住環境の整備というのが出てくるかもしれません、

まだその辺については、実はまだ協議等はできておりません。ただ今後は全体的な検討も必要か

なというふうに思っておりますので、そのへんは総体的に必要であれば町の方とも検討していき

たいというふうに考えています。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今この説明の中で、やはり大切なのはその３年ごとに再考するっていう、これやはり常にそう

いう部分は今後学校のあり方、あるいは児童数の推移もやっぱり重々検討しながらやっぱり考え

ていく一つのあり方だと思います。 

それともう１点なんですけど古くなった教員、職員住宅の撤去なんですけども、光岳であるん

で道路敷地にかかっている物件があるんですね、倉庫が。完全にそういうところも現状見過ごし

ていたのか、僕はわかりませんけれどもそういうところは優先順位を高めるなりしないと道路敷

地に入っている小屋なんですけど、恐らくこれは光岳で言えば２８年ですか。解体計画があるん

ですけどもその辺も少しちょっと現況を見た中で、とり進めていただきたいなと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 今、前中委員言われた住宅ですね、こちらの方でも把握しておりまして、光岳の中ではその住

宅を、一番早く取り壊す予定となってございますので、ご理解いただきたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 ちょっとこれ僕もちょっと認識してないんですけど、現在町の単身住宅を８戸使用しているん

ですね。教職員の住宅がないからということなんですけど、この住宅に入っているっていう部分

では減免措置か何かされているの。当たり前の金額ということなのかな。 
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○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 当然家賃については、住宅手当の補助がありますので、その分補助しながらあとは、家賃とお

りで行っているという形ですね。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○勝又副委員長 

 そしたら整備されるまでこれ実際整備された住宅というのも、家賃はもらうような格好ですよ

ね。今前中委員の方からも話ありましたけど、公営住宅との兼ね合いの中で教員住宅と決めつけ

ちゃうと入れないような形のものもできますからね、そういうものも含めて、やっぱり検討して

いかなくちゃいけない部分じゃないかなと思うんですよね。今財務省からまた教員数も減るよう

な感じのこともちらちらしていますけど、浮動な状態のものに対する対応の中での職員の住宅整

備というのはなかなかこれ大変なことでないかなと思うんですね。そのことを含めて対応して行

くってなるとね、公住なりそういうものを活用して、教員の住宅にあてていくっていう考え方も

１つ必要な部分なのかなと思うんですけど。 

 

○生涯教育課長 

 今、副委員長言われたとおり全体の住宅のことを考えたですね、そういうことも今後将来的な

考えとして、検討なりは必要かなというふうに思いますけど、現状で教職員住宅が足りないとい

うこともありますので、先ほど言った通り、補助とか絡みもありますので、全体的な住環境の整

備も必要なんですけども、教職員住宅が足りないということで、まずこの整備計画に当然見直し

をしながら進めていきたいなというふうに考えていると思っています。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい、議長。 

 

○村尾議長 

 教職員住宅は文部省の補助があるっていう話なんだけど補助率なんぼなんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 最大１０分の５．５の補助率でございます。 
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○村尾議長 

 ５５％っていうこと。 

 

○生涯教育課長 

 はい。 

 

○村尾議長 

 基本単価が公営住宅もそうなんですけど、非常に高いんですよね。公営住宅で４５％ぐらいだ

と思うんですけれども、どちらにしろ補助率大体５０％前後なんですよ。それからいくと先ほど

から副委員長からも出ているし、前中議員からも出ているんですが、これは教員住宅だとか縛り

をつけないで、これ教育委員会だけでなく、町だけで町営住宅を建てて、そこに教員も住んでも

らう。皆が使い勝手の良いような住宅環境を併せて考えないと教育委員会は教育委員会で、公営

住宅は公営住宅。そういうこと言いながら優秀な職員を得るために、教職員の住宅環境を良くし

なきゃならんと言っている割合に、じゃあ町職員の環境はどうなんだという問題もありますんで、

これ教育委員会っていうことじゃなく町全体でやはり町営、町の住宅環境をどうするかというこ

とを総務課あたりが中心にもう一度構築すべきことでないかなと思うんで、教育委員会の生涯教

育課長だけでなく委員長と副委員長の方から要請をされたら良いと思うんですよね。こういうこ

とをやっていると、先程から出ているように、児童数の減少だとかで非常に不安定な要素もある

し、それと公営住宅は、前から話が出ているように補助金をもらうために縛りが多いんですよ。

やはり町独自の単費事業でもやるような。昨日の税務署の話じゃないけどＰＦＡの問題も出てき

ているわけだから、やはりこの町の町営住宅という位置付けの中で、役場の職員も入れる、学校

の先生も入れる、町民も入れるというようなまちづくりの１つ大きな柱としての考え方をうちの

委員会で町長の方の逆に申し入れをしたらいいんでないかという気がするんですけども、いかが

でしょうね。 

 

○畠山委員長 

 他の方々賛同できるのかどうかっていう部分。はい。田中委員。 

 

○田中委員 

 私も今議長が言われたような部分そういう考えで進めていいのかなと、そんなふうに思うんで

すけども。特に光岳はまだなんですけども、緑小学校につきましては、前回のアンケートの中で

は、もう少し山村留学を取り入れて頑張っていきたいと。しかしながら本当に地元の子どもより

山村の方が多いっていうような状況の中で、これいつまで続くのか。不安定な時に教職員住宅な

んか造っちゃうと。それから見るとやはり町営住宅ということになれば、誰でも入れると。あそ

この地域についてはそういうのを検討する必要があるのかなと。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 
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○池下委員 

 私も議長が今言われたことに賛同いたしますけども。実は何年か前なんですけども町中に住ん

でいる方が住宅を新築したいといったときに、今建っているところを壊して建てたいから家がで

きるまでの間、３カ月ぐらい、教育委員会が所管の教職員住宅が空いていたもんですから家がで

きるまでの間、貸していただけないだろうかねって話をしたときに却下されたんですよ。そうい

ったことを踏まえて、教職員住宅というくくりがあるために貸せないという説明だったんで、や

はりここは議長がさっき言われた通り公営住宅じゃなくて、町営住宅にしていかなる人も入りや

すくして、また住環境を整えていくって方がいいのかなというふうに、私その時思いましたので、

本当にわずかの期間でも空いているのに貸していただけないっていうのは、町民にとって、無念

な思いをしたと思うんですね。そういうことを踏まえて、やはり同じ町民で家を建てたら、固定

資産税もいただくわけですから、行政側としてもそういったところに、優しさを出していただき

たいなと何でもかんでも縛りじゃなくて。それにはやっぱり、教職員住宅というくくりがあると、

どうしてもできないということなんで、是非委員長にもご尽力いただいて町側と、いろいろ相談

をしていただきたいというふうに私は要望します。 

 

○畠山委員長 

 ちょっとまたこの関係については、今慌てて結論ださないで、もう少し時間をかけて私たちの

委員長が行けばいいのか、議長、副議長が行けばいいのかっていう部分もあるだろうし、これに

ついてはもうちょい協議をさせていただいて、だいぶあの話は煮詰まったというふうに思ってい

ますけども、慌てて結論出すまでもない。まだまだ長い時期もありますので、そんなところで。 

 

○前中委員 

 １点だけ。やっぱり教員住宅が不足している実態、これも避けて通れないと思うんですよ。そ

れと今、子どもたちにおける支援を受ける生徒数が増えることによって、それに向けた先生の加

配っていうのも、現時点これも従来とは違って、教職員の配置が多くなっているっていうのも実

態なんでやはり、やることはスピード感を持ってやっていただかないと。現実、こういう話聞い

たんですけども、住宅がなくて困ったと。独身で期限付きなんですけども、どこに住めばいいん

でしょうかと。僕もそういう部分で口を利いたこともありますけども、やはりそういう部分も現

実やっぱりあるっていうのが実態だと思うんですね。そこら辺も運用のしやすい、柔軟性のある

住宅が中々難しいんで、そこら辺も加味しながらこの計画、そして今までの議論中にあるその町

単独の町住宅っていうのはどうなのかという議論を合わせて、今後に向けてテーブルの中で議論

していただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 それでもとりあえずは、２６年度の関係については清里小学校、それから中学校という実施設

計の結論を急いで決めなきゃならないという部分です。そこらへんについては、そんなに滅茶苦

茶な支障があるわけでないと思っています。早急にその委員会の方の意見なのか、議員協議会な

のかちょっとわかりませんが、そこらへん詰めて結論を出していきたいなというふうに思ってお

ります。他、この関係の他について何かございませんか。いいですか。 

 



 

- 17 - 

○生涯教育課長 

 委員長、１点いいですか。はい。議案として出してなくて大変申し訳ないんですけども、口頭

で説明いたしますけども外国人英語講師の関係でございます。昨年の１２月からジョーイ先生、

ジョセフサウワー先生に来ていただいているところでございますけども、本人からの申し出によ

りまして１２月で退職して、実は帰国することになりました。本人も当初から、実は１年という

ことで、来たようですけどもそのへん色々ですね、申し出があった時から、説得なりお願いをし

て、あと１年とか例えば最低でも、来年３月までお願いしたいと言っていたんですけども、本人

の意思は固くてですね、１２月に帰国することになりました。 

それで、後任の関係でございますけども、いろんな各方面等にお願いなり、例えばモトエカと

かニュージーランドとかあとジョーイ先生を通じてということで、いろいろ後任の方探しており

まして、空白期間が空かないようにということで、１人の方と交渉手続中でございます。できま

したらジョーイ先生いる間、１１月中に来てある程度引き継ぎといいますかそういう形で、当然

子どもたち、学校に迷惑がかからないような形で進めていきたいということで、今後任の方と手

続を進めているところでございますので報告させていただきます。 

 

○畠山委員長 

 他ございませんか。無ければこれで終らさせていただきます。御苦労さまでした。 

 

○畠山委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 はい。１１月１７日月曜日を予定しております。 

 

○畠山委員長 

 ３．その他なんですが、先ほどの関係について。誰がどのように今の話の中では委員会がって

いう話でいいのかどうかっていう部分。 

 

○村尾議長 

 それとちょっと委員長いいですかね。地域おこし隊の問題についても、ちょっと総務課側が簡

単に説明しているんだけども、本当にこの２つだけでいいのか。今、何人来てもいいような話だ

よね５人ぐらいまでいいのかい。 

 

○畠山委員長 

 いや、だけども目的がどうする。 

 

○加藤委員 

 議会の意見ということよりも、このまちづくりの将来を考えたときに、観光だけのノウハウの

強い人だけでこの町の将来がいいのか。今清里の職員の能力は高いけど、もっとその高い能力を

伸ばす場所がないのかという論戦に僕は入っていくと思う。 
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○村尾議長 

 例えばね、焼酎を美味い焼酎を作るならさ、焼酎の技術者を九州から呼んでくるのも一つの方

法だよこれ。それから、澤田さんに前言ったことあるけど、豆腐はこの人忙しくて、忙しくて、

一週間に１回しかやってないんだよ。澤田さんの豆腐作りを３年間、地域おこし隊で頼んだらど

うだっていう話、いろいろあると思うんだよ。いろんな方法があると思うんだ。国で４００万面

倒見てくれるんだからさ、３年間。それが定住に繋がるかもしれないしさ。これね、非常に大切

だなという気がするんだよね。 

 

○畠山委員長 

 そこら辺も含めて地域おこしの関係、それから今の住宅の関係、本当に町長がどう考えている

のかって、これ委員会でなくて、議長副議長、これ申し訳ないけども１回、何て言うんだ、町長

の望んでる円卓会議に。 

 

○村尾議長 

 会議やるべやるべって、さっぱりやってないからやるようにするか、これ。申し込んで。 

 

○畠山委員長 

 だけども、ここら辺事情がひょっとしてあるのなら、そこら辺全員集めてお話しするのがいい

のかさ。 

 

○村尾議長 

 担当課長も入れてやってもいいんでないかい。議長と副議長だけなら、全然聞いてくれている

のかさっぱりわからない。 

 

○畠山委員長 

 いやいや、委員長や副委員長が行くよりは、よっぽど効果はあるはずだし。いや、だけども、

これ本当に大切な話だと思うな。 

 

○村尾議長 

 やるなら全員でやった方が良い。いろんな意見。成果を上げてるとこは上げてる。だめなとこ

は僕が言ったような部分。こんなものね４００万もらえるから頼むかっていう程度でしかやらん

からだよ。ちゃんとやってないからだ。 

 

○澤田委員 

 即戦力というのもあるよね。 

 

○池下委員 

 実際にそうだ。そもそも今頃かっていう話だよね。 
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○加藤委員 

 そうそう。全国には千人以上いるんだから。遅いんだ。総務省が３千人だったっけ、５千人ぐ

らいまで募集しようっていう時に、今はじめてのっかるだけの話で、延々と続くような話しをし

ているけど、もしかしたら３年間ぐらいでもう終わるかもしれない。今はこれだけど、次これな

んて話のことを言っているような内容ではないんだよ。 

 

○池下委員 

 これ、５人まで総務省は見てくれるんでしょ。だったら５人使うようにしたらいいと思う。い

ろんな分野に。 

 

○畠山委員長 

 全体協議っていうのか、町長と全員で１回懇談会だか協議を開いてもらうように。事務局いい

かい。 

 

○加藤委員 

 色んな話あるだろうけど管理職、課長以上の部分でワーワーワーワーやるっていう話もあるよ

ね。別に町長、副町長だけでなくて、その全体の町のいろんな問題は、管理職にかかるわけでし

ょう。そういう関係のメンバーまで入れた中で、いろんなアイデアがあると思う。 

 

○畠山委員長 

 それでも、とりあえずこの問題、次に産業福祉もあるんで、これ帰りまでに、みんなで相談し

て、煮詰められるものなら煮詰めたいなと。段階としては管理職とうちの議員全員でやってその

あと町長と副町長とやるとか分けた方が良いかもしれないな。 

 

○池下委員 

 管理職、町長、副町長がいたら言いづらいだろうからね。 

 

○村尾議長 

 それははっきりしている。 

 

○畠山委員長 

 段階踏んでって言ったら何の意味があるのかという部分を逆にとられて、変なふうに誤解され

るか。これ帰りまでにある程度どんなふうにするのか。とりあえず他ありませんか。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１０回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 
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（閉会 午前１０時０７分） 

 


