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第９回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年１０月２１日（水） 

    開 会   午前 １０時００分 

    閉 会   午前 １１時３０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平成２７年度一般会計補正予算（第１号）の概要について 

  ②清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方針（案）について 

  ③交流活動施設（仮称）の整備計画について 

  

２．道内所管事務調査について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．その他 

 

 

○出席委員（６名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  池 下   昇    委  員  河 口   高  

    委 員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    委 員  村 島 健 二 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       澤本 正弘    ■総務課参与      本松 昭仁 

■企画財政Ｇ総括主査  泉井 健志    ■企画財政Ｇ主査    水尾 和広     

■企画財政Ｇ主査    横畠 敏樹 
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○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第９回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

 大きな１番、町からの協議事項、総務課３点ございます。総務課よろしくお願いします。総務

課長。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課より３点の事項につきまして、協議報告事項をさせていただきたいと思いま

す。まず１点目の交流活動施設管理運営等につきまして、私の方からご説明をさせていただきた

いと思います。 

１ページをご覧になっていただきたいと思います。交流活動施設の管理運営につきましては、

今まで常任委員会にて様々な御意見をいただきながら、今般まで進めてきたところでございます。 

業務委託の内容につきましては、主な内容といたしまして施設の管理運営業務、観光等に関す

るインフォメーション業務、そしてレストラン売店等の運営業務という大きな３つを柱として業

務内容について委託をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

営業時間につきましては５月から１０月の夏場におきましては９時から１９時までで１１月か

ら４月の冬の間につきましては１０時から１８時までの間を営業していきたいというふうに考え

てございますし、夏場につきましては現在休業なしということで考えていきたいというふうに思

っております。またそういう場合については、週１日程度の休業という形で取り進めていきたい

というふうに考えてございます。 

運営体制でございますが、施設管理担当ということで、常勤１名。そしてレストラン売店等で

シフト制でございますが、パートの２名をもって運営をする形で行ってまいりたいというふうに

考えてございます。 

（３）の委託料についてでございますが、これ現在の見込みということで御了解をいただきた

いと思います。まず支出の方でございますが、給与賃金といたしまして、常勤１名分と臨時職員

２名分におきまして、年間約６１４万円を見込んでございます。それと原材料につきましては、

売店収入の 8割及びレストランの収入の７割ということで、１千２０万円。光熱水費につきまし

ては、電気料上下水道料燃料費等々で２７９万円。委託料につきましては、非常用照明灯の点検

の保守に係る部分。それと地中熱設備の計装保守点検、自動ドアの保守点検、そして除雪の委託

料等々で７２万円保険料、これは賠償保険でございますが、これで５万円。事業推進費といたし
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ましてイベントの開催費用といたしまして６０万円。そして事務管理費といたしまして租税公課

分、通信費、受信料、消耗品などで８０万円。年間２千１３０万円を見込んでいるところでござ

います。そして収入でございますが、レストランの販売ということで月３０万円の見込みという

ことで、年間３６０万円。売店の方は月８０万円で年間９６０万。それと自動販売機の自販機の

手数料といたしまして、３０万円。そして町の方からの業務委託料といたしまして、７８０万円

を見込んでいるところでございます。収入合わせまして２千１３０万円としているところでござ

います。 

次のページ、２ページをご覧になっていただきたいと思います。食の提供の関係でございます。

これにつきましては、今までも常任委員会でさまざまな御意見をいただいてきたところでござい

ますが、まずは地場農産物を活用した中の６次化に取り組んでいる方々の提供の場ということも

含めまして、スピーディーなサービスの提供ですとか、それと６次化商品の活用ということでワ

ンデイシェフを活用していったらどうかということで、今のところ検討してございます。想定メ

ニューといたしまして、食事におきましてはカレーライス、牛丼、うどん、ピザ、ホットドック

など飲料につきましては、生ジュース、コーヒー、ソフトクリーム等を提供していきたいという

ふうに考えてございます。 

またホールの活用ということでございますが、これにつきましては町民が集い、にぎわいが創

出できる場として活用するために親子等が気軽に憩える場として遊具などを設置しながら活用し

ていきたいというふうに思っていますし、また創作活動等行っているグループ等による展示会等

の提供もしていきたいというふうに考えてございます。下記の方に写真展手芸展、陶芸展などな

どというふうに考えてございます。またミニコンサート、それから冬期間の野菜のマルシェです

とか天候が悪いときの野菜のマルシェですとかそういうものにも活用していきたいというふうに

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。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今①番交流活動施設の管理、運営についての総務課からの説明がございました。各委員の

皆様方から質問意見等ございましたらお願いしたいと思います。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 運営体制の中でレストラン売店ということで、パート２名っていうふうに書いてある。レスト

ランの方はプロのシェフということではないということ。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今まで常任委員会でもお話しているとおり、今回のレストランにつきましては、そういう専門

のシェフは置かないで、運営をしていこうという形で今のところは考えてございますので御理解

をいただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 食事の提供についてということで、ここで想定メニューの中でカレーとかいろいろあるんだけ

ど、その中にうどんというのがありまして、これうちの町で、緑清荘とパパスで、虹色うどんと

いうのをご当地グルメということでやっているんだけれども、ここをふまえた時に、このうどん

っていうのはどういうふうなうどんなの。単なる例えばかけうどん的な清里の食材を使ったもの

なのか、それとも似たような虹色うどんと同じようなものを提供するのか。その辺を町としては、

どういうふうに考えていますか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今池下議員の方から御質問のあったうどんの関係でございますが、これについては清里のやっ

ぱり小麦を使ったうどん、生うどんを活用した中で提供していきたいと思いますし、虹色うどん

というふうになると、なかなかやっぱり手間等々もございますので、その辺は考慮しながら考え

ながら来られる方々に提供していきたいなというふうには考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 早い話が要するにその素人さんでも、出来るものしか提供しないってこと、極端に言うと。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 どこまでが素人でどこまでがプロなのかっていうのはちょっといろいろございますが、今回に

ついては、基本的には地場産でできているレトルト食品が等々ございますので、その辺を活用し

ながら提供していきたいなと考えてございますし、前回の議会においてもお話をさせていただき

ましたけども、当面は今の水準で展開をしていきたいと思いますけども、いろいろ来られる方の

ニーズ等々も踏まえながらどこまで出来るのか、その辺を十分協議しながら議会ともご相談しな

がら、対応可能なニーズについては段階的に対応し、サービスの向上に努めてまいりたいと考え

てございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の話に類似する形、もうちょっと詳しく聞きたいんですけども。 

ワンデイシェフというのは、要は今課長から言っていました何ていうんですか、この町で今６

次化に取り組んでいる方々が個々に来て、シフトかなにかで、その日その日でその方々が提供し

ていくっていう理解で良いんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 ワンデイシェフの関係でございますが、町の６次化でさまざまな食事等々提供されている方い

らっしゃいます。その方々が提供できる場を活用していくということで、今おっしゃったとおり

時間的にはどういう形の配分になるか、これはこれから具体的にまた協議をしていきますけども、

実例を申し上げますとＴＯＫＯＴＯＫＯさんですとか、あそこも持ち帰りのサービスをしており

ますので、そういうものを活用したやっぱり地場のものとして提供できるような体制をつくって

いきたいというふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 これからの話なのであまり深く聞いていくものなんなんですけれども、夏場は無休で運営され

るということなんですけども、１週間の７日の中で、ここの食事の提供するところがオープンし

ていないときもあり得るって話ですか。７日間の中で、他のいろんな方々何件かありますよね、

６次化産業されている方々。その方々が、私ちょっと１週間に１回とかって定期的には無理って

いう方々がおられた場合に埋まらない可能性とかっていうのも想定されているんですか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 その辺につきましては今後６次化をやっている方々と当然協議をしていかないとだめですし、

あと管理母体であります観光協会とも連携しながら協議を進めていかなければならないと考えて

ございますので、場合によっては１週間のうちにものが提供できない日もあり得るということも

あるのかなと。 

ただ私どもとしては、なるべくやはり観光客ですとか、いろんな方々に町の特産品を提供でき

るような形で協議を進めてまいりたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。他に委員さん。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 これあくまでも仮説っていうところからスタートしているんだろうと思いますけども、この中

の業務委託料７８０万円。ここの想定金額が上代なのか、さらに検証するとこれからまだ増えま

すよという仮説があるのか、その辺をちょっと確認したいのですが。あくまで収入部分でまだま

だ稼げるでしょうということになれば、この７８０万円が当然下がっていかなきゃいけないし、

業務委託したらもう決まった金額でスタート。あくまでもそれより若干増やしてもらう要素があ

るよという考え方と、できるだけこれはどうやって下げていくかという考え方がそれぞれ必要な

んだろうと思います。 

その中で、レストラン販売だとか売店、事後努力が報われる形でないと意味がないんだろうと

思いますので、業務委託料については、やっぱり最初にどうスタートするかっていうのが非常に

大事な部分だろうと思います。これが上代の７８０万なのか。そうすると、この委託料の下の経

費の部分をどう判断していくかというところにまだまだ下げる要素があるのかどうかをちょっと

確認したいなと。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 委託料の関係でございますが、これはあくまで見込みということで、まずご理解をいただきた

いと思いますし、逆に今お話がありました収入の部分がどこまで見込めるかということによって、

この委託料も変わってくるのかなというふうに考えてございます。ちなみに今年度のオープンし

ている間の焼酎ですとか、その他の特産品の売上で申しますとだいたい６０万から７０万ぐらい、

月。これは一番夏場の良いときでございますが、そのぐらいの売り上げがあったというふうにお

さえておりますので、それを１つのベースとして考えて、こういう今回委託料を算出していると

ころでございます。 

今後この委託料を収入等々見込みながら、これが私どもとして今現在アッパーじゃないのかな

というような気はしております。この委託料をいかに下げていくかということについて、当然レ

ストランですとか、売店ですとか、その辺の売り上げをどう伸ばしていくかということにかかっ

てくるかというふうに思っていますので、業務委託をする観光協会の方と十分打ち合わせ協議し

ながら進めてまいりたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 はい、解りました。ただレストラン販売、売店、自販機ですね、このある程度の収入の部分で

問題は、それ以上いかなかったから委託された業者がどうしても７８０万円の中から拠出してい

かなきゃならんということになると、サービスの質ということでは非常に問題ができるのかなと

思います。むしろ、レストラン販売、売店、自販機、この辺が事後努力で増えていったら委託料

を下げるというんじゃなくて、あくまでももうちょっとそれだけ利益が上がるよという工夫だけ

はして、業者にさらなる努力ができる工夫というのが必要なのかなと思います。むしろ下げるん

じゃなくて、減らさないよという形。ただし上手くいかない時にどうするんだと言った時、それ

には歳出のときの根拠をもうちょっと実際にあたるときに詰めていかなきゃいけないんだろうと

思います。ただ下の方の経費については年々経費ってかかってくもので、最初に準備してイニシ

ャルコストさえ過ぎれば、このへんをもう少し７８０万じゃなくて、もう少しベースが下がる工

夫っていう方法を是非やっていただいて、５年後にちょっと上がっていくんだよというふうでな

いと委託という部分では大変なのかなと実際思っています。その中でさっとみると光熱水費の灯

油代ってどうしてみているのとか、その辺おそらく厨房の機器の関係で、そこを見ているんでし

ょうけれども、その辺地中熱でお湯出すんですから、それでなんとかならないのっていう工夫も

１つかなと思います。ぜひ実際は７８０万をいかに下げるっていう部分の根拠がどこにあるのか

を検討していただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 河口委員のおっしゃるとおりだなと思います。今回はあくまで１年間通した中で営業して初め

てどういう収益なり維持管理費がかかってくるのかなというのが見えてくるのかなと思っており

ます。それで来年の７月からのオープンということでございますので、２年間程度は収入ですと

か、この辺を見ながら最終的には前もお話しのとおり指定管理業務等々の意向も含めた中で検討

してまいりたいなというふうに思いますし、あと業務委託を受けます、今のところ考えています、

観光協会の方がマイナスにならないような当然これは必要かとも思いますので、その辺も含めた

中で業務委託料等々については整理していきたいなというふうに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。 

 

○勝又委員長 

 河口委員よろしいですか。他の委員さんありませんか。ちょっと１点、これはアルコールの提

供等は考えているのかなというのと、先ほどちょっと課長の言葉の中から焼酎の関係もありまし

たけど、コンセプト中にも清里焼酎のＰＲというのは、これ十分謳われているわけで、ここに１

つも載ってないわけなんですけど。そこらへんどうなのかなと。はい、課長。 

 

○総務課長 

 まずアルコールの関係でございますが、今のところ基本的にレストランではアルコールは出さ

ないという形で、いろいろ協議はさせていただいております。 
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それと、この業務の内容等に焼酎というものが入ってないということでございますが、基本的

には売店等では、うちの特産品であります焼酎をやはりメインとして販売をしていくような工夫

も、当然あの施設の中ではしていかなければならないというふうに考えてございますので、ご理

解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他に無いようでしたら終わりたいと思いますけど、よろしいでしょうか。それでは交流活動施

設の管理運営等について終わらせていただきます。②番清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略

策定について。総務課説明お願いします。総務課参与。 

 

○総務課参与 

 それでは②の案件について、御説明をさせていただきたいというふうに思います。 

国のまち・ひと・しごと創生法に基づいて、各市町村においてもそれぞれの人口ビジョン、そ

して総合戦略を策定しなければならないというふうに義務づけられております。先だっての委員

会においてもこの策定については１０月末を一定の目標として策定をするということで御説明を

させていただいたところであります。今般については素案が固まってまいりました。住民意見、

それから推進委員会本部会議等々を総括した中での素案ということになりますので、人口ビジョ

ンそれから総合戦略、資料１、資料２に基づきまして、説明をさせていただきたいと思います。 

まず水尾の方から人口ビジョンの説明をさせていただきます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 はい、それでは私の方から資料１、清里町人口ビジョン素案について御説明をさせていただき

たいと思います。 

３ページをお開きください。３ページから２５ページまでにつきましては、これまでお示しさ

せていただきました国道、町の各種統計数値を掲載させていただいております。３ページは、国

の人口ビジョンを４ページは、北海道の人口の現状を５ページから２５ページにつきましては、

清里町にかかる数値等を掲載しているところでございます。 

２６ページお開きください。こちら２６ページから４２ページまでにかけましては、前回お示

しをさせていただきました人口推計について掲載をさせていただいているところでございます。

２６ページ、２７ページは、平成２２年国勢調査人口を基準とした国立社会保障人口問題研究所

により推計。２８ページ、２９ページは、日本創生会議による推計を、３０ページお開きくださ

い。３０ページ３１ページは、平成２６年１０月１日住基人口を基準とし、直近５年の自然動態、

社会動態の移動率を勘案した清里町独自仮定による推計を掲載しているところでございます。本

ビジョンでは清里町の人口動態に一番近い清里町独自仮定による推計を採用し、後ほどご説明す

るシミュレーション等に活用しているところでございます。３５ページをお開きください。３５

ページ、こちらにつきましては人口減少段階の分析が行われておりまして、平成３２年までは高

齢者以外の人口が減少、平成４２年以降は、高齢者を含めた全人口が減少していく３段階の人口

動態が推計されているところでございます。ここで見てとれるのは、国が問題としているような

高齢者の増とは見られず年少人口も生産人口も高齢人口も区別なく減少しており、問題は高齢化

率ではなく、年少及び若年人口の減が問題であるということが見てとれるところでございます。
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３６ページお開きください。３６ページから３９ページにつきましては清里町独自仮定推計を用

いた５つのシミュレーションを行っておりまして、本町の総合戦略といたしましては、子育て施

策や住環境への施策の強化を検討した上で出生率の上昇及び準移動率の均衡を目指すこととし

て、シミュレーション４をベースに、目標人口を推計しているところでございます。４０ページ

お開きください。４０ページから４２ページにつきましては、人口減による地域に与える影響を

掲載しているところでございます。 

４３ページお開きください。４３ページから５０ページにかけましては、本年６月に実施をさ

せていただきましたアンケートの分析となっておりまして、結婚、出産、子育て移住定住就労、

雇用、観光に関する分析が掲載されているところでございます。 

５１ページお開きください。５１ページにつきましては後ほど御説明をさせていただきます総

合戦略に謳われる、将来に向けての基本方針を掲載しているところでございます。 

５２ページお開きください。５２ページからは、本ビジョンで一番重要となる人口の将来展望

となってございます。目標人口推計の設定につきましては、まず合計特殊出生率を平成４２年ま

でに１．８０へ平成５２年までに２．０７へ向上させることを目指します。この出生率は国、道

ともに、同じ目標数値となっているところでございます。この１．８０とは国民の希望が一定程

度叶った場合の出生率として、厚生労働省が試算をしているものでございます。国民の希望とは

国民の９割が結婚を希望し、２人以上の子どもを望んでいるとしている、国の調査結果でござい

ます。２．０７とは人口が将来にわたって、増えも減りもしないで、親の世代と同数で置き換わ

るための大きさを示す指標でございます。合計特殊出生率は、女性の死亡率によって変動するも

ので一概には言えませんが、日本における平成２５年度の数値は２．０７となってございます。

単純な考え方に置きかえますと、男性１人女性１人に対しまして、２人の子どもが必要という計

算になってくるところでございます。準移動率につきましては、転入者の増加、転出者の減少に

向けた取り組みを行い社会減を減らし、できるだけ均衡することを目指していきたいと考えてご

ざいます。これらを達成するために行います、総合戦略による施策を展開した結果が５３ページ

にある将来人口推計となります。本推計におきましては、平成７２年まで推計を行っているとこ

ろではございますが、事務局といたしましては、まずは５年後の平成３２年に人口４千２００人

を維持できる施策の展開を図っていきたいと考えているところでございます。この４千２００人

は総合計画の基本構想にある目標人口と同じ目標数値となっているところでございます。以上で

説明の方終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今担当よりまち・ひと・しごと創生総合戦略策定について説明ございました。続け

て。 

 

○総務課参与 

 それでは続けさせていただいて、資料２の方もご説明をさせていただきたいというふうに思い

ます。ページをめくっていただきますと、１ページ・２ページは目次が書かれてございます。 

３ページお開きをいただきたいというふうに思います。第１章の基本的な考え方でございます

けども、これにつきましては前回、前々回の常任委員会の方でもご説明させていただきましたの

で省略をさせていただきたいというふうに思います。それらの国の総合戦略の概要が５ページの
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（５）まで載っているという形になっております。 

そして５ページ３番の清里町のまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付けというところで、

ただ今水尾の方から申し上げました人口ビジョンとの関係。平成３２年に４千２０３人。２０４

０年に３千３７２名、そして２０６０年まで人口ビジョンの掲載をしてございます。そうしたこ

とから今年度総合計画の見直しの年となっておりますそれらの総合計画との関係を載せてござい

ます。 

さらには６ページの（３）国、道との総合戦略の関係も載せてございます。次のページ、お開

きをいただきというふうに思います。 

７ページの策定の体制の関係ございますけども、策定の体制につきましては住民主体となりま

す推進委員会それから庁舎内で町長本部長とする本部、それからその下部組織としてのワーキン

ググループそして議会への報告というような形の体制を整えてございます。８ページの計画の期

間でありますけども、計画の期間につきましては２７年度１０月末の総合戦略策定から３１年度

までの５ヵ年ということとしたいというふうに思います。 

６番の目標設定と進捗管理につきましては、国が示しております客観的な指数、いわゆるＫＰ

Ｉを立てなさい。そして計画実行については、計画実行評価改善というサイクルを確立しながら

事業の運営を図っていきなさいというようなことを示されておりますので、そういった観点から

事業を遂行していきたというふうに考えてございます。 

続きまして９ページ、１０ページについてでございます。清里町の課題というところでこれに

つきましては、アンケート調査を中心に住民の皆様方とともにフォーラム、懇談会の意見集約を

させていただいたところでありますけども、それらを勘案しながら課題を掲載してございます。

特に１０ページの（２）移住定住にかかる課題というところでは、住宅整備の関係、特に清里町

は民間の住宅、賃貸住宅ほとんどないわけですけども、そういった部分の今後いろんな部分で移

住定住を推進する上では必要というような部分の課題も載っております。 

続きまして１１ページ・１２ページをお開きください。基本目標と施策の体系でございます。

基本目標につきましては先ほど載せてございます、国の基本目標に合わせた４つの基本目標を掲

げながら、１２ページ、施策の体系というところで、その目標に政策パッケージをそれぞれ３つ

から４つをはめ込んだ形で方向性を定めてございます。 

それでは具体的に、１３ページから施策の内容についてご説明させていただきたいというふう

に思います。基本目標１、地域における安定した雇用を創出するというところでありますけども

目標指数としまして、農家戸数の関係それから町内事業者数の関係を載せてございます。基本的

な方向としまして、農業形態の体質強化、それから林業施策の安定、地産ブランド化の推進強化。

さらには幅広い就業機会の創出支援。これらを基本的な方向として掲げてございます。（１）の

町の未来をつくる産業の振興では、平均の新規就農者数を２７年から３１年度まで５名、耕地面

積を８千４００ヘクタールというようなＫＰＩを掲げてございます。そうしたことから農業にお

けるさまざまな推進政策。さらには１４ページ下には、森林資源の効率的な循環利用の構築とい

うような項目の中、それぞれ施策なり支援事業を載せてございます。（２）焼酎をはじめとする

地場産品事業の拡大とブランドの強化というところで、ＫＰＩとしまして、焼酎の販売額を３１

年度に８千５００万円。清里産小麦の使用量でありますけども、現在７トン程度のものを１０ト

ン、平成３１年度には１０トン程度というふうな形で目標数値を掲げてございます。主な内容と

しましては、記載のとおりでありますけども、特に１５ページ（３）の真ん中あたりであります
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けども、地域農産物の活用推進というところで、先ほど申し上げました小麦等を生かした特産品

の推進開発支援、さらには近隣市町村連携の地場産品の販売促進も模索していきたいというふう

に考えてございます。（３）活気ある企業就労環境の構築というところでは、平成２６年度実績

がゼロでございましたけれども新規の出店数平成２７年から３１年の累計で３店舗。地域おこし

協力隊については現在２名おりますけども、３１年度末につきましても２名以上をキープしてい

くというような数値目標を掲げてございます。内容につきましては、１５ページ下にも書いてお

りますＩターンＵターンの促進に向けた支援の推進でありますとか、ただ今いろんな形での観光

施策を行っておりますけども、それらを統括した中での１６ページの１番上に書いておりますけ

ども、観光計画の策定についても今後つくらなければならないというふうに考えてございます。

さらにはその下ＩＣＴを活用した雇用の創出についても、清里町についてもテレワーク事業との

検討を図っていきたいというふうに考えてございますし、林業労働者の高齢化に伴う林業施策に

ついても推進しなければならないというふうに考えてございます。 

続きまして、１７ページからお開きください。１７ページからは地域への新しい人の流れをつ

くるという目標でございます。基本目標の数値でございますけども、交流人口を平成３１年に４

８万人。転入者を１６０人まで増やすというような目標数値を掲げてございます。基本的な方向

としまして美しい農村景観作り、それから新たな交流の創出。広い分野での移住定住を呼び込む

施策を基本方向として図ってまいりたいというふうに考えてございます。（１）豊かな地域資源

を生かした新たな観光メニューの創出というところで、観光ガイドの養成人数を５人体験、新た

な体験メニューを５件というふうに伸ばしていきたいというふうに考えてございます。そうした

ものを伸ばす柱となるのが、１７ページの真ん中下段あたりに掲げております体験型観光メニュ

ーの創出というところで、体験型観光拠点の整備。これにつきましては、ただいま説明を申し上

げました旧レストハウス改修に伴う交流活動施設の整備を謳ってございますし、グリーンツーリ

ズム等の推進も図っていきたいというふうに考えてございます。 

１９ページお開きください。１９ページ（２）多様な人的交流の創出では、外国人の宿泊者数

を平成３１年度に４５０人、スポーツ等の合宿の誘致。これにつきまして８団体というようなＫ

ＰＩをかけてございます。そういったＫＰＩに基づいた事業を展開していく所存でございますけ

ども、特に下の方国内都市農村交流等の推進でありますとか、清里応援事業の拡大を図っていき

たいというふうに考えてございます。２０ページの（３）移住定住の推進を図るためのプロモー

ション強化というところでＫＰＩ転入世帯数を平成２７年から３１年の平均値として、８０世帯

移住お試し住宅の利用者数を９０人、ホームページのアクセス者数を月１万５千程度に伸ばして

いきたいというふうに考えてございます。そうしたことをするための事業としましては、分譲地

整備の継続でありますとか民間賃貸住宅建設助成の実施でありますとか若年女性を対象としたメ

ニューの構築等々を行っていきたいというふうに考えてございます。 

続きまして、２１ページからは若い世代の結婚、出産子育ての希望を叶えるでございます。こ

の基本目標数値につきましては現在の平均出生数が３６名を、平成３１年には３８名というふう

に目標数値を掲げながら、基本的方向としまして、子どもを産み育てやすい環境の整備、若者た

ちの婚活の支援。グローバル社会に対応できる多様な学習の場を創出していきたいというふうに

考えてございます。（１）出産、子育ての環境の関係でございますけども現在の保育の待機数が

０％でありますけども、引き続き３１年度についても０％、学童保育の利用希望率についても１

００％すべての利用規模を叶えるというふうに掲げてございます。そうした施策を現在の既存の
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事業を勘案しながら、さらに見直しをかけ新たに加えられる事業につきましては加えていきなが

ら推進を図っていきたいというふうに思っております。（２）教育２２ページ教育環境の充実で

ございます。これにつきましては、小学生の勉強をしている割合、それからまちづくり行事への

参加の割合、そして教育機器を利用する割合をそれぞれ掲げてございます。そうした中での事業

内容でございますけども、例えば学校教育環境の整備については２２ページ一番下にも書いてあ

りますけども、コミュニティースクールの導入の検討でありますとか、２３ページに移っていた

だいて学力向上の推進の中に公設民営塾の開塾の検討、さらにはただいま申し上げましたグロー

バル社会に対応できる国際理解教育の推進を図っていきたいというふうに考えてございます。 

２４ページ（３）結婚出産への総合的な支援いうところのＫＰＩでございますけども、合計特殊

出生率を現在の１．５８から３１年度に１．６８。婚姻数が平成２４年から２６年の平均１４．

６を１７組まで上昇させていきたいというふうに考えてございます。それらを上昇させる事業の

中身でございますけども、農業委員会を中心として行っていた婚活事業を今後民間の方々の動き

も勘案しながら、町コンの開催の検討でありますとか、婚活プロジェクトの検討支援を図ってい

きたいというふうに考えてございますし、先ほどから何度か申し上げている民間賃貸住宅の整備

の助成事業の実施も行ってきたいというふうに考えてございます。さらには下段の方になります

けども、安心安全な出産への支援の中では出産支援ヘルパー事業等の検討も図っていきたいとい

うふうに考えてございます。 

最後の目標になりますけども、時代に合った地域づくり安心な暮らしを守るとともに地域と地

域を連携するというような目標の数値でございますけども、転出者数を平成２４年から２６年の

平均１６９人を平成３１年には１６０人にする目標を掲げてございます。基本的な方向としまし

ては、高齢者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができる、安心な暮らしを推進する、

安心な地域の確保を図る、すべての世代において安心で多様な住まいを確保するというような基

本的方向性を掲げてございます。（１）安心して暮らせるまちづくりにつきましてはＫＰＩを健

康人の男性女性それぞれ６６歳、６８歳。３１年度までの数値を掲げてございますし、特定健康

健診の検査項目をただ今２５項目ですけども、３１年度には３５項目まで上げていきたいという

ふうに考えてございます。これらの数値を達成するために、例えば災害時における生活支援では、

要支援者名簿の整理をしたり、高齢者の生きがいづくりの充実を図ったりしていきたいというふ

うに考えてございますし、（２）支援を必要としている人が安心できるまちづくりではＫＰＩと

しまして、緊急医療情報キットの交付数、ただ今１１１件でございますけども、平成３１年度に

は２５０件の目標数値を掲げていきたいというふうに考えてございますし、すぐその下に記載し

てあります高齢者障害者等生活弱者の安心安全な確保というところで、例えば真ん中あたりに記

載しております高齢者等除雪困難者に対する支援事業の推進も今後協議していかなければという

ふうに考えてございます。 

続きまして２７ページ２８ページでございます。（３）地域活動の充実と町民参加というとこ

ろで、今年度行わさせていただきましたまちづくりフォーラムにつきましては、２９人の参加で

ありましたけども、これについてはできる限り来年度からも実施しながら、３１年度には５０人

の町民の方々が参加して本町のまちづくりについて意見を交換する場を設けていきたいというふ

うに思っておりますし、域学連携大学というところでは、今協定を結んでる大学はありませんけ

ども、網走東京農業大学網走キャンパス、さらには北見工大と域学連携を図っていきたいという

ふうに考えてございます。そうした中で例えば２７ページ下の方に掲げてございます、コミュニ
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ティー活動の支援というところでは、シニア時代年齢でいきますと、大体６０から７０歳ぐらい

の社会活動の促進だとか、就労の情報の提供が必要になっていくのかなというふうに考えてござ

います。さらには２８ページ、安定した地域の生活確保というところで、何度か申し上げており

ます民間賃貸住宅の整備戸数については、一様の目標値としまして２０戸。高齢者向け住宅整備、

これについてはケアハウスを想定しておりますけども、１棟というところでＫＰＩを掲げてござ

います。そういったところから地域交通の確保とかそういったところが必要となってきますので、

そういった部分の整備でありますとか、住宅環境の整備を図っていきたいというふうに考えてご

ざいます。これら中身については、本当に掻い摘んで簡単にご説明をさせていただいたところで

ございますけども、それぞれ町民の皆様方の御意見、それから内部調整を図りながら、記載のと

おりの素案を作成させていただいたところでございますのでよろしくお願いを申し上げます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今②番清里町まちひとしごとの創生総合戦略策定そして、並びにうちの町の人口ビジョン

説明がございました。委員の皆様からはい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 この資料がほぼ完成型に近いものなのかなというふうに思うんですけども、この目標のとおり

に全ていけば清里町は本当に住みやすい良い町になっていくんだろうなというふうに思うところ

ですけども、やはりかなり頑張らないとこの数値を達成していくっていうのは難しいかなという

ふうに思うところなんですけども、その分どうやって頑張っていくかというふうには行政だけで

もだめでしょうし、本当にこの町民全体でしっかりと頑張っていかなければ、この目標を達成し

ていくということは、なかなか至難の業なのかなというふうに単純に思っているところですけど

も、そのあと町民の皆さんにどのようにこのできあがった総合戦略を周知していくのかな。ここ

が非常に大事だと思うんですけども、そのことについてお伺いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 委員御指摘のとおり、この素案についてはほぼ事務局サイドでは完成版に近い素案というふう

に受けとっております、ただ今パブリックコメントを受付中でございまして、これが１０月の２

６日まで受付中でございます。このパブリックコメントの中身次第では、今後変更もありうるの

かなというふうにも思いますけども、事務局サイドでは、これで今微調整をかけながら１０月３

１日の策定に向けて今現在進めているところでございます。 

今後の住民の周知ということでございますけども、この素案の微修正をかけながら、本策定に

なっていくわけですけども、この総合戦略並びに人口ビジョンの概要版というものをまず作成し

ていきたいというふうに思っています。それを全町民の皆さん、全戸に配布をしていきたいとい

うふうに考えてございますし、先ほど申し上げましたフォーラムの開催についても、できれば毎

年やっていきたいというふうに考えてございますので、そういった部分の中で、総合戦略がどう

進んでいるのかというような部分も、町民一人ひとりにチェックをしていっていただきたいとい
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うふうに考えてございますし、この町民からの推進委員会につきましても、進捗状況並びに反省

評価というような部分も含めて、毎年開催していきたいというふうに考えてございますので、行

政だけではなくて町民側からもいろんな御意見をいただきながら進めていきたいというふうに考

えてございますし、随時町のホームページ等でもこの内容について公表なりしていきたいという

ふうに考えてございますし、広報につきましても毎月その進捗状況をお示ししているというとこ

ろでございます。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 まちづくりフォーラム等何回もやって、町民の意見をたくさん聞きました。今返答あったよう

にフォーラムなんかも継続して続けていくことも非常に大事だと思いますし、言われたようにこ

ういう立派な資料が出来ました、はいどうぞではなくて、ダイジェスト版みたいなものがあれば

非常にわかりやすいなというふうに思いますので、そのへんも町民の皆さんがわかりやすいよう

な周知の仕方、そして経過報告なんかをしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 ただ今堀川委員御指摘のとおりの進め方で行っていきたというふうに考えてございますので御

了承いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 将来人口の推定ということで今、清里町は平成３２年４千２０３人という数字、これは５次総

合計画の中で組まれた数字そのままなんだろうと思います。５年過ぎた見直しの中で、この数字

がどうなんだろうかっていった時に、そのための施策、資料２でいろいろ説明いただきました。

むしろこれはこの資料の説明なんだろうと思います。中身については、本当に一日かけて熟慮し

ながら確認していきたいなというような内容かなと思いますけども、この中でいろんなことを検

討していく。この検討がいろんな面で、同時進行でないと４千２００人は到底無理な話なんだと

思います。私個人的にはですね４千２００人、これが３２年４千２００人を目標とするというと

ころに、１つ違和感がある。むしろ５年経過した中でむしろ僕は４千という数字が妥当なんだろ

うなと。むしろそれを維持するのにどうするかというところが大変で４千２００人、絵に描いた

餅じゃなく実際にどうやったらこれ４千人あるいは４千切らないで住む町をつくっていくかって

いうところに、資料２の中が非常に活きてくるんだろうと。４千２００人切っちゃうと、これは

少なくてもそのままで今同時にすぐやっていかないと。本当にここ１、２年で４千２００人の数
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字になってしまうような気がするんですね。そうした時に、挫折感の中で進むんじゃない、将来

私どもがさらに１０年先を見たときに、何とか絶対そこに歯を食いしばってもやっていけるよと

いう数字がそこに見えてほしいなという気がします。４千２００人が本当に正しいのと言うと、

僕はもうちょっと謙虚な数字が必要かな。その中で、本当に僕らにこれが出来ると、これとこれ

はもう絶対やっていこうということが、そこで初めてできるような気がすると思うんですね。５

カ年計画、５次総合計画の数字をそのまま維持やるんでなくて、見直しの中で２００を見直すと

いうことが決して悪いことではないような思いがありますので、更なるまち・ひと・しごとの資

料２の中の細かいところにいろいろ思いがありますので、いろんな機会でみんなで話し合える時

間を随時設けて、まだまだ多く設けていただきたいなと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 まず人口の４千２００人の考え方でございますけども、この４千２００は、先ほど水尾が説明

させていただいたとおり、総合計画の４千２００にどう合わせて作っていくかということでは全

くなくて、ただいま申し上げました自然動態でありますとか社会動態でありますとかそういうこ

とを勘案しながら、そして手を伸ばしてジャンプをしたら何とか届く数字、今河口委員がおっし

ゃられたように町民が希望の持てる・頑張れる。行政もしっかり事業をしてやれるというような

部分の数字の中で、４千２００人を立てさせていただきました。決して総合計画が４千２００人

だったからそれに合わせたということはないということだけは御理解をいただきたいというふう

に思いますし、河口委員おっしゃるとおり４千２００人決して楽な数字じゃないというふうに思

っておりますけども、この様々な施策や町民の方々の意欲や意思や希望も含めた中での戦略であ

りますので、そういった強い意志を持った形の数値ということで掲げさせていただいたというと

ころを御理解いただきたいというふうに思います。 

またそういった部分で当然検討も含めた中の事業展開をやっていかなければならないというふ

うに思っておりますけども、現実的に、この総合戦略の中身をこの３年、４年で全てやるという

のは非常に無理な部分もございます。当然そのポイントを絞って先ほど申し上げているとおり、

まずは交流活動施設を拠点とした交流人口の増加をしっかりと図っていくというような部分、そ

れから子育て、育児がしやすい町なんだよってことをしっかりとＰＲしていく。そうした中で住

宅が不足していくということは、はっきりしていくわけですから、そういった部分の住宅整備を

整えていくと。そういう中での人口増を強く図っていきたいというふうな整備を図りながら、各

それぞれの事業についても、なるべく早い段階で実施できるものは実施する。検討していくもの

は前向きに検討していく。そしてそれらを総合計画がありますので、いつやるんだというところ

で２８年度に予算化するのか。総合計画に持ち込んでいくのか。とりあえず検討段階で置いてお

いて、今後どう進めるのかというような部分は整理をしながら、着実に図っていきたいというふ

うに考えてございます。それらを今後町民の方々にも検証していただきながら、議会の各位の皆

様方についてもしっかりと御指導いただければというふうに思います。 

町民の方々から大切な御意見をいただきまして、内部ではこの町民ご意見集というものを作ら

せていただきした。これ各分野における１項目１項目漏れがない、資料作成でございます。この
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資料作成については各原課にすべて配布をしておりまして、今後の予算編成においても、必ずこ

れを参照しながら事業を組み込んでくれというふうに指示をしております。予算の関係ですとか

ただ今申し上げましたとおり、全体がすぐ２８年度事業行えるわけでもありませんので、そうい

った部分の優先順位を立てながら、しっかりと事業を展開していきたいというふうに考えてござ

いますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 はい。ありがとうございます。一般質問でもさせていただきましたけども、その分譲例えばそ

こに土地がありますこれを用意しましたじゃなくて、ここの町は何が強いんだということがメイ

ンになりますね。だからそこに住んでくださいということの、いろんな形でここの町の長所がた

くさんあります。そこをぜひ戦略的に取り組んでいただきたいなと思っていますので、一あくま

でも子育てが非常に子どものためには非常にいいよという環境をぜひ戦略的に進んでいっていた

だきたいことと、ちょっと資料２の中で気になったこと、これは誤解があると申しわけないんで

すけども、この１４ページの中の焼酎販売販路の維持拡大が本当にこの町のためになるのという

と、今の状態は決してそうではないんですね。ある程度の位置づけであればいいかなという。こ

れ以上販路やればやるほど費用がかかるということについては、ある程度のここの焼酎ってどう

いう位置なのかということをむしろ１回１歩引いて考えられた方がいいかなと思っています。い

ろいろありますけど、また時間をいろんな御意見いただきながら進んでいきたいと思います。 

以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 河口委員御指摘のとおりだと思います。例えば分譲地１つにとりましても、分譲地をただ建て

るのではなくどうＰＲしていくか。そういった部分については町民の方々からたくさん御意見い

ただいております。清里は子育て育児をする環境が非常に良いと。ただそれを町外にＰＲがなか

なかできてないんじゃないかというようなご指摘もありますので、そういった清里の良さ、子育

てや住環境の良さをどうＰＲしていくのか、そっちの方がもちろん大切ということと理解してお

りますので、そういった部分につきましても十分にしっかりとＰＲできるような体制を図ってい

きたいというふうに考えてございます。 

それから焼酎の関係でございますけども焼酎については、この販売計画に基づいた数字を入れ

させております。そういった部分で御理解をいただきたいのと、焼酎につきましては６次化とい

いますか、清里の地場産品の先頭的な商品でもございますので、そういった部分も含めながらご

理解をいただきたいというふうに思います。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 １６ページのＩＣＴを活用した雇用創出の中で、テレワーク事業の検討ということで。今日新

聞でも斜里、載っていましたけども斜里も結構そういう面ではされているけども、斜里は残念な

がら町の中しか光ケーブルがないと。当然住みたい、行きたいのは、周辺の来運だとかどこかに

住みたいけどできないっていうジレンマの中でいるようです。清里はそういう面でどこの地区、

それこそ江南小学校のところでもどこでも光があるわけですから、その辺のテレワーク事業につ

いては、町のほうでどのぐらい実際にアピールされているのかというのは分かる範囲で。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 あの正直申し上げます。テレワーク事業につきまして、まだ勉強段階でございまして、今後近

隣の市町村の動向も見極めながらやっていかなければならないのかなと考えております。ただ河

口委員御指摘のとおり、清里については光が網羅されておりますので、そういった利点を活かし

ながら、あとは場所をどう提供できるのかというようなこともございます。斜里についてはたぶ

ん旧ＮＴＴの場所だとか、いくつか場所があってそれが提供できるというような狙いもあるのか

なというふうに想像しますけども、清里については光と同時にその場の提供でありますとか、そ

の来られる方のニーズだとか、そういったものも調査しながらどうマッチングさせていくのかと

いうような部分も今後考慮しながらこれについては遅れないように検討していきたいというふう

に考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに。 

 

○勝又委員長 

 思います。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今言われたとおり清里の場合は、どの地区でも環境整備がなっているよと。問題は交通手段女

満別までの交通手段だとか、その辺が公共交通機関の問題が１つ。ここの一番デメリットなのか

なと思います。それ以外は先ほど検討ありましたけども、学校の跡地だとか良い場所が非常にあ

ります。斜里の話はこの間テレワークが、ここまで来ているんだけど、実際は住みたいだけど、

そこには光がないっていうことが大きなジレンマであるようですので、ぜひその辺をふまえて検

討していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 
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○総務課参与 

 十分にその御意見を参酌して行きたいというふうに考えてございます。ありがとうございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員よろしいですか。他、委員さん。池下委員。 

 

○池下委員 

 今日これもらいました結構中身ボリュームがあるので、この短い時間内ではちょっと無理なん

で自宅でゆっくり見させていただいて、次回の委員会の中で質疑をさせていただきたいというふ

うに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 今回の戦略短期間に清里の置かれている現況、そして今後すべき課題っていうのがきちっと載

っているというふうに思うわけです。 

せっかくでき上がった時点でＴＰＰの５品目聖域も崩れてしまった。清里の大きな産業が大き

く変わり、これから先が非常に見えないときにこういう自体が起きてしまっているということが

あるわけでありまして、この内容に沿った中でいくためには河口委員も言いましたけども、いろ

んな角度から本当に実効ある形、そして本当に何ができるのかを一歩ずつ進めてかなきゃならん

で、今いろんな意見があるように総務課だけの話ではなく全課、そして町民としてやっていかな

いとならないわけですが、それそれぞれの課の単発では何の意味もないことになってしまう。本

当にメリハリのある環境、例えば本当に子育ては推進されているけど住居関係が全く不備だと。

ここに今回掲げられています民間による住宅の促進、そう言いながら土地はどうするんだと、そ

の価格はどうなっていくんだ、だけど本当にそういう業者があるのか。こういういろんな問題が

将来にわたってあるわけ。そういう問題の中で、いろんな形を総合的に真剣にどうやって具体的

にしていくんだという戦略の練り方をケアハウスの問題、福祉の問題でいくよ。でも入居する人

は良いかもしれないけど、そこに働く若い人方の労働のための住居あるいは労働環境やいろんな

ことを総合的に具体的に何年計画でやってきますよというのを全課あげて、全職員あげてぜひ素

案を早急に作って、出来るものから前へ一歩進めるという努力。これ無しに単なる１千万をもら

うために他の町村と並べたことにしかならない。国も道も全国の自治体すべてが、この内容と大

きく変わることは私はないと思う。その中で、北海道のすみっこである清里が自立して進んでい

くためには何を本当に具体的にどうしていくのか。ここの部分をきちっと見据えて、いろんな問

題点がいろんな形で提案されているわけですから、みんな解っていることだと思う。是非それぞ

れが総合的に前に一歩出来るように一つ、前へ進めていただきたいと、具体的にここだけだと思

います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 



 

- 19 - 

 

○総務課参与 

 先ほど、申し上げましたとおり中身については副委員長おっしゃられるように、絵に描いた餅

ではいけないというふうに思っております。当然そのアクションプラン的な部分をしっかりと確

立しなければなというふうに思っております。今後この策定が終わりましたら、すぐ総合計画の

策定の方に入っていきます。総合計画にどこまでこの総合戦略を流し込んでいくのかというよう

な部分がございます。そしてまたその総合計画に流し込んだ中でどう具体的に何をやるのかとい

うようなことを示していかなければならないかなということも考えてございます。そういった年

度プロット的なこともお示しできるように努力していきたいというふうに考えてございますし、

年度で予算計上させていただきながら議会とも協議させていただくことでございます。総合戦略

からどう予算に反映していくのかという部分も十分にお示しをできればいいのかなというふうに

思っておりますので、副委員長おっしゃられるようにできるだけ具体的に示しながら、実行力の

ある事業を進めていきたいというふうに思っておりますのでご理解いただきたいというふうに思

います。 

それから先ほど池下委員の方から御指摘がありました本日いきなりこの厚い資料をどんと見せ

た中ですぐご判断できないというのはごもっともかなというふうに思っております。ただ先ほど

から申しあげさせていただいているとおり、この策定については１０月末で一応の策定というよ

うな部分もございます。当然今後この策定についても、どうやって行くのかとか、細かい部分の

御質問なりご指導なり御指摘なりというのは当然受けていただきながら更なるこの戦略を軸とし

て、良いものに仕上げていくというような部分でいきたいというふうに思っておりますので、こ

の策定については今の段階では１０月３０日に会議を開催しますけども、その場で最終策定とさ

せていただきたいというふうに思っておりますので、それについてはご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今策定に関しては１０月末日っていうことは私も十分解っているんで、要するに来年度からど

ういうふうなことを具体的にやってくかっていうことが重要なんで、策定うんぬんよりもそうい

ったことを鑑みながらどういったことをやっていくかってことに対する意見をこの次にっていう

ことで言っただけで、策定に間に合うようにこの次委員会あるわけではないんで、そういうつも

りでやっていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 ありがとうございます。副委員長と同じような御意見かなというふうに承ります。具体的にど

ういうふうに示していくのかというような分については、今後さらにスピード感を上げて、また
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各現課とも連携しながら事業なり、予算を進めていかなければならないのかなというふうに思い

ますので、また各委員の皆様方に御説明できる状況になりましたら、御説明をさせていただきた

いというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さんありますか。ありますか。どうぞ。 

 

○前中委員 

 短期間の中で、清里町まち・ひと・しごと創生プラン大変だったと思います。 

その中で１つだけ考えている部分があるんですけど、１３ページ以降の具体的な施策という部

分で、まず、このまち・ひと・しごとの中で、第１基本目標として、仕事という部分でまず第１

にあがってきている。子育て支援、交流人口の拡大という施策がありましたけども、その大前提

となる仕事という部分のそのＫＰＩの捉え方。新規就農が今後何戸かやりましょうという目標値

がありますけども、果たしてこの数値、現在は新規就農２１年から２５年、５戸あるって謳って

はいるんですけど、現実どうなんだろうっていうところのまず疑問とやはり生産力としての耕作

面積が減るということ自体、やはり余り良いことじゃないのかなと。やはり現状維持で地域力は

担保する。その中にどういった形でその仕事を創設するかっていうところは、もう少し踏み込ん

だ提案ができればな。ここには事業内容として全部で９つぐらい提案あります。そういった基本

となる部分で新規就農をどうするんだ、はっきり言って新規就農者はいません。事業継承という

形で新規就農した人はいますけども、経営形態の移行という形。そこら辺をやっぱりしっかりと

全く新規就農で入ってくる人たちをどうするんだという、この視点が余りにも浅く捉えているん

ではないか、やはりしっかりと捉えてほしい。 

そして河口委員からも出ました、焼酎としての仕事の中で地場産品事業の拡大とブランドとか

っていう形で謳っている。僕は逆に一村一品としてのブランド力っていう形で６次化の中でやは

り先駆けであるならば、ここに販売額が上がっているということにより、要するに仕込み量があ

る程度上がる、そこにはある程度の臨時の雇用発生があるんじゃないのかな。そういう形もやは

りあってもいいのかな。これは細かい話だから、はっきりしたことは言えません。ただそういう

方向性はもう販売額から見て顕著にもう雇用だとか、人夫費だとか上がっている実態がある上で

は、ある程度目標に向かった雇用の創出につながっているんではないのかな。そういうふうに思

うんで、そういう部分がもう少し積極的なアプローチ付けがあっても良いのかなというのがその

中で思った部分。 

今仕事の部分だけの話でちょっと考え、思ったんで、内部の中で具体的に協議がされているの

は重々わかりますけども、その辺どうなのかなという思った部分で今発言させていただきました。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 前中委員ご指摘のとおり、雇用については今おっしゃられたように、例えば焼酎の販売であれ

ば、そこから何らかの雇用が生まれるであろうとか、農業の分野については、今後期待される法
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人化とかそういった部分についても雇用を促すだとか、観光サイドについては、ガイド事業だと

かそういった部分を掲げておりますので、そういった部分から雇用が少しずつ生まれてくるのか

なというふうに期待をしているところでありますけども、正直申し上げまして清里については大

企業をすぐに誘致するでありますとか、先ほど申し上げさせて申し上げましたそのテレワーク事

業についても、来年からすぐ東京の大手の会社が、ここに来てテレワーク事業やってくれだとか、

そういうような目星はついておりません。ただそういった蓄積をしながら、今後雇用を生み出し

ていくというような部分がございます。ですので、雇用を創出するのが先か、事業をしっかり展

開するのが先かというような部分でいきますと、しっかりといろんな部分の清里の特性を活かし

た事業をしっかりしながら雇用を進めていくというような部分の判断から、この実質４年間の中

では、雇用というよりも先にしっかりとした基盤をつくるというような部分を進めながら、雇用

も創出していきたいというふうに考えておりますので、当然雇用もしっかりと頭の中に入れなが

ら事業を進めているという部分で御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。清里町の将来を決める重要なビジョン計画ではないかなと思います。議長さ

んありませんか。 

 

○田中議長 

 説明をいただきまして、やはり人口の推移。やはり地元の産業がしっかり根付いていること。

今施策で移住定住する事業、いろんなこと努力をしているけれども、肝心なその働く場所。これ

がやはり大企業を誘致するとかでなくて、やはり小さな。 

今回話聞きますと皮膚科が清里で開院したいと。やはりそういった場合においても、この町か

らのいろんな手助けと言いますか、本当に喜んで歓迎しなきゃならないし、そういうような小さ

なその医院が１つ出来ることによって、雇用の場もやはり５人なのか。１０人なのか。そういっ

たことを大切に、今後やっぱりそういうところを進めていってもらいたいなと。そのように特に

大きなことでなくてもいいから小さいこと一つ一つ進めていくのが大切かなと。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 今、議長さん御指摘の部分、大きな企業とかそういうことでなくて一つ一つの雇用につながる

ようなことを行動していきなさいというようなご指摘かなというふうに思っております。そのと

おりかなというふうに思っております。大きな企業ではなくても、小さな企業なり移住定住とい

うことにつながっていくかもしれませんけど、そういう御相談も移住定住サイドで受ける場合も

ございます。そういった部分でどういった部分であれば、町として支援できるのか、また今後ど

ういった支援が弱いからそういった小さな企業なり事業主の方が来てくれないのかというような

部分も、今後見通しながら進めていかなければならないというふうに思っておりますし、企業だ

けではなくて清里に雇用主ではなくて雇用者として就職しやすいような環境整備もいくつかこの

戦略の中で謳わせていただいておりますけども、そういった雇用の奨励金でありますとか医療や
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福祉に従事した場合の奨学金の免除でありますとか、そういった部分のことについても一つ一つ

丁寧に精査をしながら、今後とも雇用を促す雇用を増やすような政策をきちっと図っていきたい

というふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。各委員さんからそれぞれに意見聴取させていただきました。この計画、先ほども言いま

したけど、清里のその将来を一つ描く大事な計画だと思っています。また総合計画等で具体的な

ものも出てくると思いますが十分検討されて進めていただきたいなと思う次第でございます。な

んと言っても行政主体じゃなく、あくまでも地域住民がいわば主人公であり、そのことで関心を

持っていただいて将来に向けてどういう町をつくってくんだという考え方に、ひとついろいろな

形でその住民が認識して進めていくことが大事かなと思っています。よろしくお願いしたいと思

います。それでは以上で終わります。 

③番旧学校校舎等活用に関する募集について。はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 ３点目の旧学校校舎等の活用に関する募集についてということでございますが、学校の施設に

つきましては、新栄小学校、江南小学校跡地をどう有効活用していくかということで、様々な検

討をしてきたところでございます。今年６月の議会におきまして、うちの町長の方からこの施設

の活用について広く町民からも募集を受けながらやっていきたいというようなお話もしていると

ころでございます。 

今回事業の提案の募集っていうことで要綱等案を策定してございますので、担当の横畠の方か

ら御説明をさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 私の方から清里町立旧学校校舎活用に関する事業提案募集要項案の説明をさせていただきま

す。この要項については、平成２３年３月に閉校しました旧新栄小学校・旧江南小学校校舎の活

用に関する事業提案募集要項となっております。 

１、活用事業募集の趣旨ですが、旧新栄小学校、旧江南小学校の建物を有効活用するため地域

の振興発展を前提とした事業提案を広く募集し、旧学校施設の貸付により、その有効活用を推進

します。募集期間は今年の１１月２日から１２月１５日に期間としております。募集資格は、清

里町に在住する個人または、町内に事務所を有する法人です。周知方法としましては、広報１１

月号と、ホームページでの募集をかける予定であります。 

２、事業提案の諸条件でありますが、先ほども説明をしたとおり、町内に在住する個人法人と

して、宗教活動、政治活動を行う者や公益を害する用途での利用するおそれのある者、町税等の

滞納があるものについては応募資格が無いものとします。貸し付けは旧学校校舎体育館、グラウ

ンド等の一括貸し付けを原則とします。提案対象は対象施設を活用した提案とします。提案内容

は地域の活性化と振興発展に貢献できる事業、産業振興に資する事業、福祉向上に資する事業、

雇用促進に資する事業、観光振興に資する事業教育文化向上に資する事業、その他住民サービス

に資する事業となっております。４ページ目をご覧ください。事業期間は５年以上の継続するこ

とが原則となっております。適正な維持管理として、地域に地域への環境に配慮し、施設の適正
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な管理に努めることとします。施設の維持管理に要する経費はすべて活用主体が負担とすること

となっております。 

３、対象施設の概要は資料のとおりとなっております。なお、旧新栄小学校の校舎につきまし

ては耐震化されていない部分は含まれておりません。 

続きまして４番目なんですが、ちょっと資料上ちょっととばしてしまいまして申し訳ございま

せん。４番を欠番として進めさせていただきます。 

５、貸し付けに関する事項ですが参考価格として、旧新栄小学校が年額４８万６千６０４円。

旧江南小学校年額６２万９３２円となっております。参考価格は、清里町職員住宅規則町有財産

貸し付けに関する要項をもとに算出しております。なお、公益事業に要する等は無償貸付を対象

としております。５ページ目をご覧ください。活用主体の費用負担ですが、維持管理や修繕、貸

付期間を満了した等の現状回復などの費用負担は活用主体が負担することとなっております。第

３者の管理移転等は禁止しております。 

６、応募方法ですが、納税証明書、法人であれば定款、個人であれば身分証明書等の必要書類

を提出していただきます。提出期間は応募期間と一緒で１１月の２日から１２月１５日となって

おります。６ページ目をご覧ください。提出場所についてですが、提出場所は役場となっており

ます。提出部数は２部、提出方法は持参又は郵送となっております。 

７、審査結果の通知については応募者全員に通知するという形になっております。 

以上、清里町立旧学校校舎活用に関する事業提案募集要項案の説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今、旧学校校舎等の活用に関する募集について募集要項の案の説明がありました。

委員の皆様方から。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 新栄小学校と江南小学校が閉校してもうすぐ丸５年が経とうとしているんですけども、閉校当

時、子どもが新栄小学校に通って自分もＰＴＡでしたし、閉校にも関わったんですけれども閉校

して以後非常に寂しい思いと言いますか、ちょっと悔しい思いも含めて新栄小学校を眺めていま

した。それはどうしてかって言いますと、グラウンド等にしても荒れ放題ですし、校舎周りも荒

れ放題で、学校の校舎の中も他の学校のいらなくなったものが校舎内に運び込まれて、学校内が

もうごみ箱の代わりになっているような状態で見るに見かねた地域の人たちがグラウンドの草刈

りをしているんですけども、荒れ放題の状態が続いていた５年間なのかなとそんなふうに感じて

しまうんですけども。今ではグラウンドの中に柳の木がもう生え始めていますし、ちょっと状態

としてはこの５年間放ったらかしになっていたのかなというイメージを持ってしまうんですね。

今までの話はぼやきということでなってしまうんですけども、今回こうやって募集がかかるとい

うことで、ようやくというイメージをもっています。この募集に関しても、１か月半の募集とい

うことで、募集期間が終わりますし、果たして本気でこの跡地利用を真剣に考えての募集なのか

なというので、ちょっと疑問を感じてしまう面もありますけども。この募集のあった１２月の１

５日募集がなかったら、その後の計画っていうのが、もし解ればお聞かせ願いたいんですけども。 
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○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 まず第１点目施設の管理運営が悪いという御指摘でございます。これにつきましては今後改善

をしながら、管理運営をしていきたいなと考えてございます。 

また今回のこの施設の募集につきましては当面、町内における法人と個人の方の提案型の募集

をしていきたいというふうに考えてございます。その後ということでございますが、町内でなけ

れば町外も含めた中で検討していくのかなというふうには考えてございますが、町外となります

となかなかやっぱり難しい面も出てくるのかなということは、やはり信頼度というんですか、そ

の辺のリスクも結構出てくる可能性もあるのかなというふうに考えてございますので、その辺は

慎重に考えながら、この次どういう展開をしていくかという検討はさせていただきたいと思って

いますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今までもそうですけれども、今回の募集に関してもどちらかといえば受け身というふうなイメ

ージをもっていますが、出来るならばもうちょっと積極的なアクションっていいますか、例えば

新栄でしたら体育館は立派ですから、各体育協会ですとか少年団の方に打診をするですとか、そ

ういうような積極的なアプローチが必要かなと思いますし、先ほどのテレワークの関係にしまし

ても、もっと積極的にアプローチをいろんなところに持ちかけていくっていうことが必要じゃな

いかなというふうに思うんですけども、そのへんいかがでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 堀川委員のおっしゃるとおりだとは考えてございます。いろんな団体にも当然働きかけをして

いきますし、情報の方も随時出していきたいというふうに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。ただ基本的には先ほども言った通り、町内をまずは優先していきたいと。

その後町外にどういう形で情報を提供していくかということについてはちょっと慎重にやっぱり

考えざるを得ないのかなと思っておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 ぜひよろしくお願いします。 
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○勝又委員長 

 他委員さん。ありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 ４ページの一番上の事業期間っていうことで、５年以上継続するってことを原則って書いてあ

るんだけども、これ必要なのかなというふうに思ったんです。例えば貸付期間が５年間というの

はわかる。例えばやる気があって、そこを利活用することによって地域が活性化するために行う

わけでしょう。であるならば例えばこれが３年でだめになる可能性もあるわけですよ。やってみ

ないとわからないっていう部分もありますし。そのことに関して、この５番の事業期間っていう

のは必要なのかなっていうふうに思ったんですけど、どういうふうに町側としては考えています

か。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 基本的には５年以上ということで、池下委員がおっしゃったとおり、地域にある程度貢献する

ということを考えていきますと。これはあくまで原則ですから場合によっては３年で事業を終了

する場合もあると。ようこれは私どもも認識をしております。ただやはり事業を展開していただ

く、そして建物を賃貸で貸し付けしていく以上は１つの目安として、やはり５年というものを頭

に入れながら、貸付なりをしていきたいというふうに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。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんなければ終わりたいと思います。以上３点総務課より終わりたい

と思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは引き続き、大きな２番の道内所管事務調査について。事務局、よろしくお願いします 

 

○議会事務局長 

 先に一度提出しました案件でございますけれども大枠が決まりましたので、今回提案させてい

ただきます。日程は変更ありませんが１１月２４日、２５、２６の３日間ということで、それぞ

れ前回調査先として報告しました。他に１件北広島のケアハウスを１カ所追加してございます。

全部で４件。ケアハウス関係が２件と、恵庭市役所また東川町の教育委員会ということで大体時

間等もここに記載してありますけれども、最終的な詰めは行っておりませんので、若干変更する

かもわかりませんけれども、おおむねこの日程の時間帯で進めていきたいというふうに考えてご

ざいます。あと、各関係課の職員の同行についてはそれぞれ主幹主査等が、今１名ずつ同行する

予定でございます。 
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○勝又委員長 

 はい。ただいま道内の所管事務調査についての事務局より説明がございました。なおまだ中身

の内容等につきましては、まだ現地の方もありますので協議の上、若干の変更はあるかと思いま

す。あと同行につきましては、各課それぞれ若手で１名ずつということで３名行ってもらう形み

たいです。 

委員の皆様方からありますか。なければまた事務局サイドの方で取り進めていただきたいと思

いたいと思います。以上で終わりたいと思います。 

それでは大きな３番の次回の委員会開催についてです。 

 

○議会事務局長 

 次回は１１月１８日水曜日です。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会１１月１８日水曜日ということでよろしくお願いします。 

大きな４番のその他、皆様方ありますか。ありませんか。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第９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。 

 

（閉会 午前 １１時３０分） 

 


