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第３回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年５月２７日（金） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １１時３６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清里町定住支援交付金実施要綱の制定について 

  ②清里町移住支援交付金実施要綱の制定について 

  ③清里町移住定住促進事業補助要綱の制定について 

  ④交流活動施設（旧レストハウス）の改修について 

 ●生涯教育課 

  ①清里町いじめ防止基本方針（案）について 

  ②高校進学に関するアンケート調査結果の概要について 

  ③平成２７年度スポーツ関連行事について 

  ④町民プールの太陽光発電システムについて 

 

2．議会閉会中の継続調査について 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之     

 

 

○欠席委員    なし 

     

 

 

○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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 ■生涯教育課長     伊藤 浩幸    ■生涯教育Ｇ主幹    原田 賢一 

 ■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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第３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 

 町の方から総務課、生涯教育課、それぞれ４点ずつ提案事項ございますのでみなさま慎重に御

審議のほどよろしくお願いいたします。それでは、町からの協議報告事項、総務課よろしくお願

いします。 

 

○総務課長 

 まずは、私５月２０日の人事異動で総務課長を拝命いたしました、澤本です。よろしくお願い

いたします。総務課の協議報告事項説明の前に、本年度新規採用されまして総務課に配属されま

した職員及び５月２０日付けで人事異動に関する総務課職員を紹介させていただきたいと思いま

す。 

初めに今年新規採用され、総務課総務グループに配属されました、主事で橋詰ございます。 

 

○橋詰主事 

 出身は清里町です。出身校は清里高等学校です。高校卒業で清里町職員となりまして、まだま

だ至らないところが数多くありますが、職場の先輩方を見習って良い職員になっていきたいと思

っています。よろしくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 同じく新規採用された総務課企画財政グループに配属されました千葉主事です。 

 

○千葉主事 

 ただ今御紹介にあずかりました千葉義人と申します。出身は北見市でございまして、本年の３

月より北海道教育大学札幌校を卒業いたしました。不器用な性格ゆえ失敗を繰り返すことが多く、

中々仕事が進まないわけでございますが、誠心誠意頑張っていきたいと思います。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 
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○総務課長 

 次に人事異動に関する職員を紹介させていただきたいと思います。総務課参与の本松です。 

 

○総務課参与 

 総務課参与の本松です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 総務課企画財政グループの水尾です。 

 

〇企画財政Ｇ主査 

この度の人事異動で保健福祉課から総務課の方に異動になりました水尾です。よろしくお願い

いたします。 

 

○総務課長 

２名につきましては総合計画、地方創生にかかる地方版総合戦略、美し村連合に関係する業務

等々の特認事項を担当するという形になってございます。 

また泉井主査につきましては、企画財政グループ総括主査として職務を行う形になっておりま

す。議員各位の御指導のほどよろしくお願いをいたします。 

 

○総務課長 

 それでは総務課より、４件の協議報告事項について。後程担当より詳細についてご説明いたし

ますが、私より概略を御説明させていただきたいと思います。 

①から③までの要綱の制定につきましては、定住移住の促進を図るために各要綱にて支援を行

ってまいりましたが、平成２７年３月３１日で要綱の実施期間が満了しており、定住移住の推進

を図るために改めて実施要綱を定めるものでございます。④の交流活動施設旧レストハウスの改

修につきましては、平成２５年６月３０日をもって株式会社レストハウスきよさとによる営業が

終了され、その後、観光者等への利便性を確保するため施設の臨時開設を業務委託してきたとこ

ろでございます。平成２６年度におきましては、レストハウスのあり方について常任委員会での

協議、町民意見の募集などレストハウス改修に向けての方向性が定まってきているところでござ

います。今後、平成２７年度中の事業展開に向けまして、国の地方創生にかかる地方版総合戦略

等の活用による財源確保などを検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

それでは、各担当よりご説明いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 私の方から清里定住支援交付金実施要綱を説明させていただきます。この要綱については平成

２４年度に要綱施行し、平成２６年度までの実施期間が終了したため、今回改めて要綱を制定し、

平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日の４年間を実施してまいります。 

１ページ目をご覧ください。第１条の目的につきましては、清里町に定住していただきたい旨

の内容を記載しております。第２条の定義につきましては、清里町内に住所を有し、将来におい
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て定住を望む者が、新築住宅、建売住宅、中古住宅の購入に対し、交付金の支援をいたします。

第３条の申込者の要件につきましては、要件を満たす個人に限り１回という形で、重複の公募を

避けていきます。要件については、町内に居住する住宅等の所有がない者。住宅取得後５年以上

の居住が見込まれる者。住宅取得後所有者となること。申し込み時において６５歳未満の者。市

町村税等の滞納がない者。中古住宅の購入にあたっては、借家等の居住であるものが要件となり

ます。第４条の交付金額につきましては、住宅の固定資産税を交付し、交付金は清里商品券で交

付いたします。交付期間は５年間といたします。第５条の交付申請、第６条の実績報告につきま

しては、清里町補助金等交付基準に準じて行います。 

では続きまして、清里町移住支援交付金実施要綱の説明をさせていただきます。この要綱につ

いては、平成２４年度要綱を施行し、平成２６年度までの実施期間が終了したため、今回改めて

要綱を制定し、平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日の４年間実施してまいります。３

ページ目をご覧ください。 

第１条の目的につきましては、清里町に移住していただきたい旨の内容を記載しております。

第２条の定義につきましては、清里町内に移住のために住所を清里町に移す者が、新築住宅、建

売住宅、中古住宅の購入に対し支援を行います。第３条の申込者の要件につきましては、先ほど

定住支援交付金要綱と同じとなりますので、割愛させていただきます。第４条の交付金につきま

しては、新築住宅及び建売住宅については、１件５０万中古住宅に対しては、取得価格を交付額

とし、５０万円を上限とします。清里町内の事業者が建設した場合については、５０万円を加算

します。小学生以下の子供がいる場合は一人につき５０万円を加算し、上限は１００万とします。

交付期間は、５年間の分割交付を行います。第５条の交付申請、第６条の実績報告につきまして

は、清里町補助金等交付基準に準じて行います。 

続きまして、清里町移住定住促進事業補助要綱の説明をさせていただきます。この要綱につい

ては、平成２２年に要綱を移行し、平成２６年度までの実施期間が終了したため、今回改めて要

綱を制定します。平成２７年度から平成３０年度の４年間を実施してまいります。５ページ目を

ご覧ください。第１条の目的につきましては、移住定住等の活動に対して支援することを目的と

しています。第２条の対象事業につきましては、ちょっと暮らしの住宅の借上げや広告宣伝等の

必要と認められる事業とします。第３条の対象団体につきましては、町内に事務所を有する公的

団体等とします。第４条の事業の実施機関につきましては、先ほども申しましたが、平成２７年

度から平成３０年度の４年間とします。第５条の補助金につきましては、清里町補助金等交付規

則に準じ、行います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 じゃあここで切りますか。ただ今１から３まで。定住支援交付金実施要綱並びに移住支援交付

金実施要綱。それから、移住定住促進事業補助要綱。これらにつきまして３点の説明がございま

した。委員の方から何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 まず１点目の、定住支援交付金の方のことでお伺いしたいのですが２４年から２６年まで、こ

の間の実績がわかれば教えていただきたいとはい、総務課。 
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○企画財政Ｇ主査 

 固定資産税ということで、２５年度と２６年度。２４年度はですね、実際無いということです

ので、２５年と２６年度の実績を報告させていただきます。２５年度につきましては、定住支援

交付金が９件ありまして、３５万３千円の交付金を出しております。２６年度につきましては先

ほどの９件プラス７件で６５万１千円の交付金を交付しております。 

 

○池下委員 

 ３５万。固定資産税の分でしょ。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 支援交付金につきましては、固定資産税に相当する額を支援していくという要綱でございます

ので、今担当が説明したように、平成２５年度は９件で約３５万。そして２６年度は今の９件プ

ラス新たに２６年度の交付者を含めてあわせまして、６５万１千円を支援として交付していると

いう内容でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

ということは今年度もあるっていうことですよね。で、どのぐらいあるかまだわからない。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 今年度につきましては９件を予定しております。金額については、まだ固定資産税額を確認し

ておりません。本人様からの申請ということになりますので。 

 

○勝又委員長 

 池下委員、いいですか。 

 

○池下委員 

 はい。続いて２件目の移住支援の交付金の方法実態として、２４年から２６年までどのぐらい

移住してきたのか分かれば教えていただきたい。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 
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○企画財政Ｇ主査 

 交付金を活用されている方は、２６年度に２名いらっしゃいます。で金額の内訳としましては

１件が中古住宅ということで５０万円。もう１件につきましては、中古住宅の５０万円プラスお

子さん小学生以下のお子さんが１名ということで１００万円という形で、それぞれ５年間ずつ交

付ということで決定しております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員ありませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 それでは移住定住の方の問題で、今現在ちょっと暮らし体験の方が商工会と観光協会を通じて

来ているとは思うんですが、実質清里町と札弦、緑に来たときに、住んでもらう家。これは何件

ぐらいあって、今後どういうふうに考えているのか。その辺ちょっとお伺いしたい。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 実績につきましては、平成２０年から２６年と行っております。２０年度の実績につきまして

は、人数が２７名。宿泊数が６７泊。滞在日数が１７３日となっております。２１年度につきま

しては、４２名。宿泊数が３０３泊。滞在日数が６５２日。平成２２年度につきましては、人数

が５３名。宿泊数が４０１泊。滞在日数が９１２日。平成２３年につきましては、人数６０名。

宿泊数４０３泊。滞在日数１,２９１日。平成２４年度につきましては、人数が８０６名。宿泊数

が４２９泊。滞在日数が１３６２日。平成２５年度につきましては、人数が６５名。宿泊数が３

９６泊。滞在日数が１２６５日。平成２６年度につきましては、人数が６３名、宿泊数が３１３

泊。滞在日数が１,０５７日となっております。 

 

○総務課長 

 もう１点、今後どのような支援を考えていくのかというご質問でございますが、今担当の方か

ら説明したとおり、平成２０年から２６年にかけては、毎年滞在日数で１,３００日近い形で清里

滞在をしていただいて、清里の良いところを体験していただいているという状況でございます。

またちょっと暮らしから実際に町の方に移住されたという方も何件かございます。行政としまし

ては、今後も清里において、そういうちょっと暮らし、移住定住に向けたさまざまな支援なりを

具体的に今後検討していきたいというふうに思っておりますし、実際やっておりました観光協会

との連携もこれから必要になってくると思います。その辺をいろいろ詰めながら着実に移住定住

が促進されるような政策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、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 今毎年の人数とか色々と聞いたんですけど、ちょっと聞きたかったのは、札弦、清里等住んで
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いる住宅が何軒ぐらいあるのか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 平成２６年度につきましては、羽衣南にある住宅２軒貸し出しております。以前は札弦の住宅

等貸し出したりをしたんですが、今回は２６年度についてはその２軒。今年度につきまして予定

しておりますのは、羽衣南の住宅１軒と、江南にある住宅を１軒借りてお試し住宅という形で予

定しております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これ昨年度は羽衣南に２戸ということで、今年は１戸と江南が１戸というふうに今説明あった

んですけど、これ羽衣南の２戸が１戸になったというのは、なぜこういうふうになったのか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 今までちょっと暮らしについては、札弦の居宅を利用したり、羽衣南の定住促進団地を利用し

たりいろんな部分を行ってまいりました。で今後の方策についてはですね。今までちょっと暮ら

しを体験していただいている方のニーズだとかを調査したところですね、町場でちょっと暮らし

してみたいというような方もいますし、せっかく清里に来て、農業体験なり、静かなところでの

んびりと暮らしたい。今準備しているところは非常に斜里岳の景観もすばらしいところでもあり

ますし、そういった部分を含めて、いろんな清里の状況、町の中で車もなくて清里を体験できる。

若しくはちょっと離れたところで、そういう清里も体験できるというような部分も含めて、いろ

んな体験提供をしていきたいという部分ございますので、今年度２７年度については、担当申し

上げましたとおり、その２軒で準備を進めているということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 あれですよね。そもそも町の持ち物ですよね。 

 

○総務課長 

 羽衣南にあります、２戸につきましては町の持ち物ではなく、これは観光協会の方でやってい
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るものでありまして、それに対して借り上げ等々の補助をやっていると。住宅の賃料という形で、

町が補助をしていっている状況でございます。ちなみに今の羽衣南にあります２戸につきまして

は、平成２２年度に整理したもので、５カ年経ったということで、今回売却されているような形

になっていると思います。それで、先ほど言ったとおり江南ですとか羽衣南に新たな２戸を確保

しながら、ちょっと暮らしの体験を推進していきたいという中身でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ここのところ数年間、毎年８０何名とか、滞在日数が１,３００日ぐらいという説明があった中

で、こういった２戸ぐらいの整備で実質足りるのかどうなのか。要するに、１,３００日滞在して

いるってことは、これ８０何名いるってことは、結構ダブっている人もいると思うんですよね。

年間の内で。そういった中で、この２戸でちょっと暮らし体験が十分機能していくのかどうなの

か。今後もこういった交流人口を増やしていこうという考えであれば、もっと羽衣南とか、江南

とか、ありとあらゆるところに準備をしておくっていうのが、行政としてやらなきゃならないこ

とじゃないかなというふうに思うんだけども。その辺はどうですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 先ほど本松参与からご説明あったとおり、ニーズは色々あろうかと思います。やっぱり郊外で

ゆっくりと暮らしたいという方もいらっしゃいますし、町の中でちょっと暮らしの体験をしてみ

たいという方もいらっしゃると思います。 

当面の間は、今言ったとおり２戸でやってまいりますが、今後そういうニーズが増えていくの

かどうなのか、その辺を確認しながら、今後行政としてどういう形でいくかということも、検討

させていただきたいということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 質問がダブるかもしれませんが、２４年、２５年、２６年と３年間続いて、滞在日数、時間が

減っているようですけども、この検証がどのようにされているのかということと、リピーターっ

ていうのがあるのかどうか。リピーターであればそれなりの理由があって、もうここには来たく

ない、あるいはこういう条件だったら来たいだとか色々条件があると思うんですが、その辺の検

証がどういうふうにされているかを知りたいです。 

 

○勝又委員長 
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 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 河口委員ご指摘のとおり、２４年度が人数的にはピークというようなことでもあります。ただ

この部分については、いろいろと経済の状況だとかいろんな国の経済が良かったとか、そういっ

た部分も若干反映しているのかなというのもありますし、前年度、２２年、２３年のリピーター

が、また２４年をピークにという部分も背景にあるのかなというふうに聞いております。そうい

った部分含めて２５年２６年、多少状況では落ちていますが、ただこれ非常に夏場に集中してい

るというような状況があります。滞在期間もその人によってはかなり長くなっていくというよう

な部分もあります。例えば２６年はちょっと置いておきまして、２４年と２５年の総日数につい

ては、余り変わらないという部分でいけば、非常に清里気に入った方、非常に長く滞在するとい

うような部分も精査できるところでありまして、そういった部分でちょっと暮らしそのものの枠

が減ったという認識はしていません。ただそういったこの背景からちょっと形を変えなければい

かないという部分もありまして観光協会とも相談させていただきまして、町場とか郊外型とかい

ろんなニーズに応えられるような形でスタートして、池下委員からも御指摘のような部分を含め

て、今後増やすという対策がいいのか、また違う機能を持たせればいいのか。そういった部分は

観光協会さんとも十分に協議をし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 

 はい。いいですか。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 清里に移住してもらうですとか、ちょっと暮らしをしてもらうためには、その募集の仕方とい

うか、情報の発信の仕方が大事だと思うんですけども、今現在どんなふうな形で募集をされてい

るのかというのをちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 町の役場のところからホームページで入れるような体制もとっています。当然観光協会のホー

ムページからも入れるような感じになっております。それから積極的に、移住体験フェアのよう

な、東京だとか大阪だとか名古屋で開催しておりますけども、そういったところにもなるべく足

を運んだり、運べなくても情報提供をするだとか、道には移住推進協議会的な民間の団体が１つ

２つありますので、そういうところにも積極的に広告を出してもらうようにしております。まだ

まだ違った形で広告できる可能性もありますんで、その辺も改めて模索していきたいというふう

に考えてございます。以上です。 

 

○堀川委員 
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 恐らくインターネット中心になると思うんですけども、積極的にそういうインターネットにヒ

ットするような形で、できればお願いしたいなということと、自分もちょっと調べてみたんです

けども一番先にあたったのがジョインっていうやつだったかな。あの移住定住ナビだかっていう

やつ。それがひっかかるようですし、そういうのを積極的に利用していただいて、もっと広くア

ピールできたらというふうに思います。それとあとちょっと暮らししている人のサポートと言う

か、長期滞在する人もいるようですけども、サポート体制というのはどういうふうになっている

のかをちょっとお聞きしたい。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

まずインターネット。それからそういったものの活用という部分の話でございますけども、今

観光協会の方でもですね、観光協会そのもののホームページのリニューアルも今、進めておりま

すし、今日ちょうど協力隊の方２名来られております。そういった部分で、ちょっと暮らしの方

策ということになろうかと思いますけど、外から来てどういう情報がほしいのかというような部

分を、今彼らも観光協会通して、または私たちも含めて話を聞いたりしていただいているところ

であります。そういった部分、大いにまとめてうまく情報発信、今まで以上の情報発信ができる

ように観光協会とも協力しながら進めていきたいというふうに思っております。 

 

○堀川委員 

 それともう一つ、サポートの関係。ちょっと暮らししてくれた方々のサポートということであ

りますけども、今まで事務局を中心にサポートをしていただいているという部分もありますけど

も、今御紹介した２人が入ってくれましたんで、そういったこの協力隊のサポートをいただきな

がらそれぞれちょっと暮らしを体験される方々のニーズにあった対応をしていきたというふうに

思います。 

 おそらく一般町民と同じように広報が配られたり、町でこんな行事があるんですよというよう

なこともおそらく情報提供されているんだと思いますけども、町民じゃないからこそ、わからな

い情報だとか清里の色んな魅力ですとかいろんな行事ですとか、そういうのがもうちょっと教え

てほしいというような、声もちらっと聞いたので、そのへんのサポートもしっかりお願いしたい

と思います。 

 

○勝又委員長 

 他。課長 

 

○総務課長 

 今堀川委員の提案等々も受けながら支援等々、体制を整えていきたいと考えてございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 
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他にございませんか。はい。 

 

○加藤副委員長 

 ちょっと確認というか。この移住定住促進事業補助、これ長年やってきてお試し住宅も２回目

が終了したと。こういう形の中で、先ほど課長がちらっと言ったのかなと思うんですが、実際に

このちょっと体験っていうか、お試し住宅に居住をして、清里に本当に移住された人が何組、こ

の事業によっておられたのかだけ確認をしておきたい。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課長 

 ちょっと暮らしからの利用から移住された方ということでございます。３名おりまして、江南、

上斜里、緑に今移住されているということで、緑については今建設中ということでございますの

で、ちょっと暮らしを体験した方の中から今３名ほど清里の方に移住してくるということでござ

います。１名につきましては、上斜里の方でございますが、今現在転居されたということで、実

質３名だったんですが、今現在これは２名になるのかなというふうに考えてございます。 

 

○加藤副委員長 

 これはちょっとお試しを実際に体験利用して、その後移住したということで良いんですね。 

 

○総務課長 

 その通りだと思います。町のちょっと暮らしなりを体験して、清里の良いところを感じた中か

ら清里に移住されてきたというふうに私どもは理解しています。 

 

○加藤副委員長 

 この辺の関係の取り組み、長年やってきた中で方向性が二分化されてくるのかなというふうに

私は理解しているんですが。実際問題として、観光として滞在しながら清里の良いところはもち

ろん、この北海道の自然の中でいろんなところを回って拠点として住んでいくっていう部分とし

てあるんではないかと。そういう部分でいくと、これはむしろ観光ビジネスとして、その環境を

どう捉えていくかという側面が１つあるような気がするんです。 

もう１点は、清里町に定住をしてもらうための事業としてどう取り組んでいくのか。最初にあ

る支援交付金等については、実際に移住、定住してくれた人に対する部分なんですけども、その

後の部分というのは、やっていく中で大きく分かれていくような面があると思う。この辺の取り

組み方について、中途半端になりそうで、ある意味ではやっているけども、定住に関しての効果

は非常に薄いという部分。でも、そこは無料ではないわけですから。いろんな形の中で、観光ビ

ジネスとして滞在型で環境的に事業として取り組んでいけるのか。あくまでも一人であろうと何

人であろうと定住を目的とした形の中で、そこにかけていく投資っていますか、経費をどういう

ふうにしていくのか。この辺もう少し整理して事業展開をしていく中で、目的をちゃんとしてい

く。全道的にやっているから、どこもやっているんだからってやっていくスタンスであるとすれ
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ば、非常にリスクの大きな地域に魅力のある反面、その効果が出づらい地域でもあるというふう

に思うので、その辺のバランスをよく考えた形の中で、事業の展開へさらに前に、もう一歩進め

ていただきたいなと。このように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今副委員長がおっしゃったように、今回の移住定住のこの事業については、観光ビジネスとし

ての位置付けっていうのもございますし、それから定住を促進していくっていう位置づけもあり

ます。観光ビジネスにつきましては、当然地域で経済活動といろんな意味でもプラスアルファに

なる部分もあると思いますので、今副委員長がおっしゃったとおり、ビジネスとしてどういう形

のものがあるのか、それから定住としてどういう形でいくのか、そのへんいろいろ検証しながら

進めていきたい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。 

 

○加藤副委員長 

 ぜひそれに合わせた予算付け、利益の出る部分についてはやっぱり独自でやってもらう。そし

て支援をきちっとしていく。効果があるであろうと思う部分については、きちっと支援をしてい

く、そしてその効果を検証していく。このことをぜひ忘れないで前へ取り組んで進んでいってい

ただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと聞き忘れたんですけど、今日せっかく後ろに協力隊の方が見えているんで、本人でな

くてもいいですけど。実は協力隊の方って以前、何年間も清里に来られている中で、この清里町

の協力隊に募集して来られたというふうに伺っているんですが、何年間もこっち来られて、すご

く良いと思って来られたと思うんですが、実際まだ来て１カ月程度しか経っていないので、詳し

い状況がわからないかもしれないと思うんですけども、来てみてやっぱりだめなところもいっぱ

いあったと思うんですよ。もしそういうところが総務課課長もまだ新しいですけども、そういっ

たところをもし、聞いているんであればちょっとお聞かせ願いたいなというふうに思ったんです

けれども、いかがでしょうか。本人に聞くわけにいかないけれど。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 先日でしたっけ、議員各位の皆さんの前で御紹介させていただきました。そのときにも山中さ

ん、貝塚さん、それぞれからお話があったと思うんですけども、お二人については清里が好きで
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来てくれた協力隊でありまして、この協力隊の形というのは、非常に珍しいタイプです。協力隊

って、今道内を中心にすごく募集かけていますけども、いろんなところに募集して、どっかに当

たればいいというような協力隊の応募が多いんですけども、この二人については、二人とも清里

じゃなければ協力隊にならなかったというような、それは、実は後から知った部分もあるんです

けど、そういう方です。ですから当然清里が大好きで、清里のいいところ発信したいというよう

な部分で私ども伺っていますけども、今だんだんいろんなところを見たり、いろんな人と接する

ことによって、もしかしたら池下委員おっしゃるような、清里の悪いところも見てきたかもしれ

ません。ただそれについてはまだお２人とこういうところがだめなんだとか、こういうところを

直した方が良いとかっていう部分の話まではしておりません。先日私もお話しさせていただいた

とおり、まずは今年１年、ちょっと１年は長いかもしれませんけど、１年かけて清里をたくさん

知って、池下委員おっしゃるようなその悪いところを見つけて、どういう形で直せばいいのか、

どういう発信力が弱いのかというような部分をですね、今後今すぐとは言わないにしても、観光

協会も含めながら、話をしていきたいというふうに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 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ２点目の移住定住の問題に関して、２６年度２名、今まで３名ということで話は聞いておりま

すけれども、実は新町の移住定住促進団地。これは１４戸の区画でやりまして、今、１３戸です

か売れているんですけど、実際この団地に移住者が住んでいないですよね。これ実はこの新町の

この団地というのは造成するだけで３,０００万円のお金が掛かっているんですよ。１４戸の区画

でやったんですけども、実態として、移住者が１人もいない。これは町長に話聞きますと移住だ

けでなくて、定住の問題も大きく絡んでいるからこれはこれとしていいんだというふうな話で町

長は進めてくるんですけども。これ移住定住促進団地という名前で始まった以上、そこに移住者

が来ようと思った時に、実はもう戸数がないということになれば、ちょっと問題あると思うんで

すよね。これは例えば１戸余っているような、まだ売れていないという状況なんですけど、この

１戸の状況を移住者のために何年間か用意して置いておきましょうとかいう考えは、今の段階で

あるのかないのか。ちょっとお伺いしたいんですが。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 移住定住促進団地の関係だと思います。今池下委員のおっしゃるとおり、１４区画という形で

販売をしておりまして、今現在１３区画ということで、残り１区画でございます。そのうち移住

者がいないということでございますが、１３区画すべて町内の方だというような状況でございま

す。ただしその１３人の町内者の購入の内、町から町外に勤務されている方、これは半数の６名

ほどいらっしゃいます。ということは逆に定住がなければ、町外に出ていく可能性もあるという
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ことで、今回の定住促進団地はある程度の効果はあるのではないかなというふうに私どもは捉え

ております。 

もう１点１区画、移住者の為に置いておいたらどうだということでございますが、それについ

ては、やはり土地の求める方もいらっしゃいますので、その辺は決めつけないでやっていきたい

なというふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員 

 

○池下委員 

 それであれば、それはそれでいいんですけど、じゃあこれ移住定住というふうに名前をつけな

くてもいいんじゃないのっていうふうに思いますけど。極端に言わせてもらうと。やっぱり交流

人口を増やした中で移住者を増やしていくという目的でやるのであれば、例えば３年間は移住者

のために用意してきますよとか、そういう柔軟な考えも必要ではないかなというふうには私は思

います。 

それとですねもう１点聞きたいんですが、移住者が来た時にちょっと暮らし体験の住宅が空い

ていないとかそういった中において、例えば移住者本人が清里町にある借家を見つけて借りたと

しますよね。その場合、町から観光協会等もひっくるめた中で移住を前提に考えているんだけど

もという話になった時、これは借家に対する補助助成ができるのかどうなのか町としてはどうで

すか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課長 

 今のところ、池下委員の御質問のありました借家に対する助成という制度は今のところはござ

いません。ただそういう実態があるのかないのかは、そのへんは検証しなければならないと思い

ますし、そういう状況が出てきた時には、今回出している要綱等々でどういう対応ができるのか、

その辺も含めて検討させていただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 ちょっと暮らし体験の住宅って無料で貸しているわけじゃありませんが、通常の家賃収入を得

ている借家から見ると安いと思うんですよ。そういった状況において、来たいんだけれどもちょ

っと暮らし体験の住宅が例えば埋まっていると。そういう状況の時に何らかの形で助成してあげ

るような方向でやっていただければなというふうな考え方もあるのですけど、それは前向きに今

後検討していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上

です。 

 

○勝又委員長 

 他。委員の方、ありますか。無ければ次に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。それ
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では次、交流活動施設旧レストハウスの改修について、よろしくお願いします。 

 

○総務課参与 

 それでは６ページ、７ページお開きいただきたいというふうに思います。交流活動施設、旧レ

ストハウスの改修の関係でございます。新しい議員さんもおられますので、まず１つ目で今まで

の改修協議に係る経過を簡単に御説明をさせていただきたいというふうに思います。 

平成２６年４月１５日になりますけども、役場庁舎内の企画会議で、旧レストハウス施設の今

後のあり方のイメージについて、意見交換をさせていただきました。その後そのイメージの提案

を４月２５日、この常任委員会で提案をさせていただいたところでございます。５月１５日には

そのイメージをもとに町内の６次化をやられている方ですとか経済団体、経済機関の関係者と共

に方向性を検討してきたところでございます。その後６月１日の広報になりますけども、住民の

方々からの旧レストハウス改修にかかる御意見を聴収したところでございます。それらをもとに、

６月３日役場庁舎内の会議で方向性をまとめ、７月２５日に常任委員会でその方向性を提案した

ところでございます。その方向性の主なものについては記載のとおりでありまして、建物の構造

等については、全面的な改修を行っていくと改修でいきますよと。１,６００平米近くある全体的

な建物真ん中の部分を残す形、約６５０平米を残して、省エネにも配慮しながら、コンパクトな

建物の施設にしていくというような提案をさせていただいたところでございます。さらには建物

の機能としましては、インフォメーション、これはただ単なる観光案内所ではなくて、街全体を

案内できるような仕組みづくりをしていってはどうか。ウォーキングだとか、自然観察だとか、

自転車だとかランニングだとか。そういう清里の自然を生かした健康的な提案をしていってはど

うか。町民幼児や親子が気軽に集える場所の提供をしていってはどうか。清里産を意識した簡単

な軽食を取れる環境をつくってはどうか。清里焼酎のＰＲや清里の６次産業の商品をＰＲしなが

ら販売できる仕組みをつくっていってはどうかというような方向性を、７月２５日の常任委員会

で提案をさせていただいたところでございます。 

それらを提案したところで、さらにまた１０月６日に関係者に集まっていただきながら、具体

的な機能のあり方について、話し合いをしたところでございます。例えば空いているスペースは、

基礎部分をそのまま残して大きなテラスを造るだとか、厨房はなるべく利用しやすい簡易なもの

にするだとか、パパスとの競合がないような施設の運営設計にしてはどうかとか、子どもたちや

町外からの人たちが気軽に集えるような施設運営にしてはどうかといろんな御意見が出されまし

た。それに基づきまして１０月２４日の常任委員会で設計のスケジュールを提案させていただき、

１１月１７日の常任委員会において、設計の基本プラン図面でお示ししてきたところでございま

す。さらに１月２６日に、基本設計に伴う概要。さらに冷暖房設備の考え方について御説明をし

てきたところでございます。 

そういったところから２６年度中に御説明したとおり、基本的には平成２７年度中を目途に改

修を行っていきたいというような部分で説明をしてきたところでございますし、そういった方針

で進めたところであります。 

ただ前段課長のほうからもお話をさせていただいたとおり、国の地方創生がらみの交付金、補

助金が非常に今動いている状況で、さらには建設費の建設額、それなりの金額になっているとい

うような部分で、新たな補助金各省庁間のこの地方創生に絡む部分も含めた形の補助金等が無い

ものかという部分を模索しているところでもございます。更にはランニングコストの軽減を図る
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ために、また省エネを推進するために地球熱を利用した冷暖房設備について、環境省経済産業省

に補助金の有無を調査しているところでございます。この地中熱を利用する部分に関しては、ま

ず試験が必要でありまして、試験をやった後に本工事するならば、その本工事の補助金はいいで

すよというような流れになっておりますので、応答試験というものでありますけど、その試験も

必要ということでございます。最終的にコンセプトには充実した機能を有する設備に関して、最

終的な精査をやっていかなきゃいかんということでございます。そういった中身でございますけ

ども、この建物についてはなるべく早い段階で進めなきゃいけない。ただし、今申し上げました

とおり国の補助金の関係さらには冷暖房設備の試験の関係等々も出て来ておりますので、なるべ

く早い段階とは言え、直ちに６月等の補正で建設費建築費を上げるのはちょっと厳しいかなとい

うような部分でございます。なるべく早い段階で２８年の観光シーズンには間に合うよ 

うな形の中で進めていければいいかなというふうな議論をしているところでございます。 

そして今観光シーズンのオープンの関係でございますけども、あそこに行かれる町民の方だと

か一部観光客もいらっしゃいます。そういった部分で、ここには７月から１０月ということで書

いてございますけども、今の段階ではおおむね７月から９月ぐらいを目途としてトイレだとか、

ちょっとした休憩、特産品の販売等をできるような形の中で、仮オープンを再度していきたいと

いうふうに考えてございます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今交流活動施設レストハウスの改修についての説明をありました。委員の方から。 

 

○河口委員 

 今の説明、非常に簡単に説明しますということで伺ったんですが、大変申し訳ございません。

私ども新人、私どもというか私にとって、委員に追いつくだけの情報を持っておりません。それ

で簡単じゃなくて、むしろ企画委員会、検討会議、この会議の中で賛成は良いんです。もう造る

ことにゴーサインが出た、これについては問題ないんですけども、その中身がどうだったのかと

いう例えば疑問の意見をお聞きしたいです。賛成の意見でなくて、こういう問題があるだろうか

っていう色んなことがあったんだろうと思うんです。その辺の背景をちょっと知りたい。今の説

明の５分間だけで、他の議員と同じレベルにはちょっと理解してないもんですから、その辺を申

し訳ないんですが詳細に説明していただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 そういう意見もあるんですが、この辺については、今造ることに関しては問題ないという表現

もあったんですが、無いよりはあった方が良いだろうという表現で、今日まで来ているような気

がするんです。 

それともう１点、一番大きな問題点は、ここの６ページの最初にも書いてありますけども、旧

レストハウスという言葉が、カッコの中に入っているわけですよ。ここのところの考え方をもう

１回整理してほしいなっていうふうに思うんです。それは、あの場所に何かなかったら困るとい
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うことからの発想で今日まで来てないか。本当に交流活動施設、こういうものが清里にとって、

今後とも必要なんだというスタンスで今まで来たのかということが、もう１回これは再認識をか

けていかないとまずいではないだろうか。言葉の中ではパパスと競合しないだとかあるいは商店

街と競合しないだとか言われていますけれども、清里町における一連の施設と今後の状態そうい

うものを全て見て、本当に必要な施設なのかどうなのかという辺の再認識をしていかなければ、

私は前に進んではいけないことだろうと。無いよりはあった方が良いけども、そのあった方が良

い施設に、実際にいくらかかるんだろう。そして、本当にこれを運営していく年間の維持費は、

ランニングコストを軽減するために、地中熱やいろんなことを考えてやったとしてもどれだけか

かっていくんだと。 

今あげられているこの方向性や建物の機能はすべて大切なことです。でもここが無いと本当に

出来ないことなんだろうか。この辺をきちんと整理して、出来上がってしまってから失敗したな

ということのないように、もう一度いろんな部分で再検討を重ねていっていただきたい。 

同時に、この建物に対する実施設計のプラン、図面が出来ているわけですが、この外観が果た

して、本当に焼酎工場のヨーロッパのあの建物にマッチした形の中で、清里らしい雰囲気の中で

将来にとって本当に良いんだろうか。 

予算をもらうために、これしないとならんとかっていうことじゃなくて、今ある清里町内のい

ろんな施設を十分に検討し、活用し、やはりここにはこういう施設がいるということで出発する

ならいいですが。 

そして何よりもまず経費。そしてランニングコストの十分な提示。多くの場合、町ではこのぐ

らいで済みますって言って、スタートかけてきます。でも実際にやると、その倍近い経費が必ず

出てきています。維持費、運営費。これからの時代は本当に必要なものだからこそ、ここまでか

かるけどこれをやっていきましょうっていうような、後からみんなして理解の付くような方法で

のスタートを是非。そのためには、今河口委員が言われたような具体的な内容、賛成意見、反対

意見。いろんな部分についての資料提示をもう一度つくっていろんな角度の中で提示されていた

だきたいとこのように思います。 

 

○総務課長 

 加藤副委員長の今の提案の関係でございますが、まず基本的にはこの交流活動施設の改修とい

うことで、今まで町内の企画委員会ですとか常任委員会、それから町民を対象にしたいろんな意

見交換の中で、今後の方向性という形で提案を受けながら進めてきているというのは現実でござ

います。私どもとしましては平成２７年度中の改修に向けて、財源の確保、これも１つも大きな

課題でございます。そのへんに向けていろいろ調整をかけて行きたいなというふうに考えてござ

います。 

それと今副委員長からありました、本当にこの施設が必要なのか。それから運営経費、維持管

理費。そういうものに対してどうなっているのかというような資料等の提示ということでござい

ます。２７年度中の実施となりますと、あるスピードを持って財源確保ですとか、その辺を進め

ていかなければなりませんし、ただ、今河口委員の方からも御質問あった通り、今までの経過と

いうものも詳細にやっぱり御説明をしていただきたいということでございますので、これからち

ょっと議会の方ともいろいろ協議をさせてもらいますが、どこかで今までの経過も含めた中で、

もう少し詳細にまとめた資料等々も提案しながら協議をさせていただきたいというふうに考えて
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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 

 いいですか、加藤さん。河口さん。今の件については。 

 

○河口委員 

 先ほど副委員長からの意見の中で、私もこの立場になって疑問符が１つありまして、今の中の

半分以上の意見の中で、常任委員会が過去何回か開かれていたと。その中で最終的なゴーサイン

が出たんだろうと思うんですが、その辺と今の意見の間のズレをちょっと私自身も消化していか

なきゃいけないのかなと思うんです。私は、オッケーという意見は持っていましたけども、改修

でも中身は改築ですよね。これは改築なんだろう。新築じゃなくて、まさしく改修という名のも

との改築なんだろうというように見受けられました。それは今までの常任委員会の中でどういう

検討がされたかという中身が、ちょっと私自身が消化しきれないでいるもんですから、それをも

う一度いろいろ皆さんから御意見をいただきたいなと思っております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 委員長からこういう意見をいうのはおかしいかなと思いますけど、議会も改選がありまして、

新たな顔ぶれっていう形ではありますが、町の事業から何から一つの流れとして、今までの経過

の中で決めてきたことは、それを振り出しに戻してなんていうことにはなり得ないわけですから。

そこら辺のことは当然何期も積んでいる議員の皆様方は十分承知の上で、事業っていうのは進め

ていかなくちゃいけない部分じゃないかと思いますのでね。まだ振り出しに戻ったような形の話

し合いっていうのか、そういうことにはなるべきではないかなと私は感じる部分です。一応そう

いうような経過をたどって、常任委員会を経て、今現在に来ているということだけは明確な一つ

の事実ですから。それを蒸し返してってことにはならないと思います。このことについては要望

として受け取って検討していただきたいなと思いますけども。一応そういう形で取り進めていた

だきたいなと思いますけど、どうでしょうかね他の委員。 

 

○村島委員 

 今委員長からも話しがあったように、所管委員会で無かったものですから、発言する機会は一

度も無かったわけですけれども。今詳しく改修にあたっての説明が出されましたけれども、今委

員長の言うとおり、やることは決まっている話でありますから。粛々と改修にあたって、計画を

先延ばしする考えは１つもありません。やると言ったからにはやっぱりやっていただかなきゃな

らないわけですよ。中にはトイレだけでもいいっていう方もおられましたけどね、そういう中で

こういう形になったわけですから。やはりやるものはやっていくと。これは原則ですよ。 

新しい議員も３人入りましたけども、なんか６月に補正をするような話もなさっているの、確

定なものではないでしょうけれどもね。この年度の中でやるという部分があれば、粛々と進めて

いかないと事業というのは中々進んでいかないんですよ。２６年度、４回か５回の委員会でした

けどね、その中でいろいろと場を踏んできて、そして結果的には本会議でそういう形の中で決ま

った事案でありますから。粛々とやってもらうということしか私は言えないと思うんですよ。 
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ただこれ先程出ていましたけども、両サイド解体するっていう形になりますと、この費用がど

のぐらいのものが掛かるのか。それともまた全部解体をしてやったら、どのぐらい掛かるのか、

そういういろんなものを出して計画していかないと。これからやっていく方法としては、いろい

ろあると思うんですよ。ですからそこらあたり、よく検討されて、年内２７年度ということであ

れば、もう早め早めに手をうっていかないと。また後手後手に回っていく話になりますんでね、

今後もこの辺の計画については、早めに手を打っていただきたい。このように申し上げておきま

す。 

 

○総務課長 

 よろしいですか。今後のスケジュール等々ということでございますが、本松参与からもお話が

あったとおり、今年度中の事業実施に向けて、財源の最終的な確保の関係、そして来年の観光シ

ーズンに向けてオープンというこの１つのスケジュール等々ございますので、その辺も今後河口

委員の方からありました、今までの議論経過内容等々も資料等々用意しながら、そしてまた今副

議長の方からありました、建設費用とランニング費用がどういう形になってくのかということも、

ある程度資料として纏めさせていただきながら、また常任委員会の方に説明をさせていただきた

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 

 他。委員の方。池下委員 

 

○池下委員 

 この問題というのは非常に難しいものでありまして、賛成多数で決まったわけですけど、賛否

両論いろいろありました。そういった中においてこういうふうに粛々と進められてきたわけです

けども、今言われたとおり観光の拠点となる施設というふうに捉えているならば、ここを発信源

にして清里の交流人口を増やしていこうという。そこには、男鹿の滝とかさくらの滝とか神の子

池とか斜里岳。さまざまな要素が組み合わさって初めて交流人口って増えてくるんですよね。 

現在うちの町の観光といえば、さくらの滝と神の子池が主に集中しているかなというふうに思

うんですけども、観光拠点というビジョンを持って進めるのであれば、並行してさくらの滝の駐

車場の整備とか、それと神の子池のトイレの問題とか、やっぱりクリアしていかなきゃならない

問題って山ほどあるんですよ。我々も北海道に長く住んでいて、あちらこちらの観光地に行きま

すとやはり一番気になるのは、トイレですよ。女性は特にそうですよ。 

そういった観点に立ったときにこういった旧レストハウスの後だけを考えるんでなく、全体的

に網羅した中でどうやって進めていくのか。これがまず基本にあるべきだと私は思っているんで

すよ。ランニングコストとかイニシャルコストで何億もかかってきますよ。であるならば他の方

に段階的に予算をつけながら、斜里岳の整備もそうですけど、そういったことにおいて進めてい

かないと。必ず行き詰まる時が来ると思うんです。その辺十分考慮した中でやっていただきたい

なというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 



 

- 20 - 

 

○総務課長 

 交流人口の増ということに向けては、当然町全体の観光施設の整備を今後進めていかなければ

ならないというふうに考えてございます。今後そういうものも含めた中で、計画的な整備をやる

という形でこちらも考えていきたいなというふうに考えてございます。 

それともう１点、先ほど副議長の方からお話ありました６月の補正ということでございますが、

今後この交流活動施設を整備するにあたっては財源確保ですとか色んなことを踏まえていきます

と、やはり秋口からのやっぱり事業着手になってくるのかなということで、今私どもは想定して

おります。そうなると一番観光シーズンであります７月・８月・９月にあの場所を閉鎖するとい

う形はなりませんので、昨年同様な形でいいだろうかと思いますが、まずは仮オープンをして、

清里に訪れる方々の利便性を図っていきたいなというふうに考えてございますし、先ほど言った

そのランニングコストの軽減を図るということで、地中熱の利用ということで、国の補助金が活

用できるかどうかというのも検討している最中でございます。そういうものも実施をしていかな

ければならないということもございますので、その辺も含めた中で６月の補正に向けて、再度整

理をした中で提案をさせていただきたいなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 はい、よろしいですか。はい。伊藤委員 

 

○伊藤委員 

 大変勉強不足で申し訳ないんですけども、先ほどからちょっといろいろ話出ている中で疑問に

思っていることがちょっと１点ありまして。 

まず改修工事ですよね。平成２７年度から始められるんですよね。費用自体ってある程度の見

積もりって出てないんですか。 

それともう１点。維持管理費。その先ほどから言われているランニングコスト。言葉だけは出

てきているんですけど、それが実質どれぐらい掛かるかということも多分もう出ていると思うん

ですよ。まずそれ聞かせていただきたいなと思うんですけど。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 まず総体的な金額でありますけども、これについては１月の常任委員会の時、細かい数字はそ

のときは多分出してなかったかなというふうに思います。ただ質問の中で概算費用どのぐらいな

んだという時に、約２億８千万、２億９千万の費用はかかると。この中身については取り壊し、

それから建築物、設備関係、ちょっと備品は一部入ってきませんけども、それらを除く関係につ

いては、２億８千万、２億９千万というような、３億弱ぐらいの部分で費用が掛かるというお話

をさせていただいていると。さらにはそういった部分で維持管理費がどれぐらい掛かるのかとい

う部分でありますけども、冷暖房設備が一番維持管理については掛かってくるのかなという部分
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でいきますと、今まで説明している地中熱ということでいきますと、年間１８０万ぐらいの冷暖

房の費用がかかると。それについて議会、常任委員会の中でも議論しております。どういう運営

体制にするのかということについては詳細な数字は出しておりません。業務委託になるのか、指

定管理になるのか、いろんな部分の想定がありますので、それについては早急に、そういった数

字もなるべく早い段階で提示をしてきたというふうに思っております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。それともう１点なんですけれども。いろいろ細分化した説明をしていただきた

いなと思っているんですけれども。 

先程６月１日の広報による住民意見の募集ってありました。もちろん常任委員会でいろいろ議

論しながら、最後町民からの意見も募集しましたっていう部分があったんですけど何件ぐらい実

際きたんですか。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 窓口に来られたという方もお二人がいらっしゃいましたけど、実際にペーパーを出された方は

３名でした。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。先ほど皆さんからのいろんな御意見等あったんですけども、もちろんもともと

ある程度常任委員会で決まっていることですから、覆すというつもりではないんですけれども、

ただ私も、他の町民の方々からこれに対して疑問とか結構出ていまして、その説明責任もやっぱ

り必要かなと思いますんで、ここでいろいろお聞かせ願いたいなと思うんですけども。今までの

常任委員会でやってきたことを軽視するつもりは全然ございません。ただ誤解を恐れずに質問さ

せていただければ、もともとの必要性ですか、先ほど加藤副委員長からもあったんですけども、

あったものをどうしましょうかということからスタートしているのか。もともと今やろうと思っ

ていることが必要だということから始まっているのか。まずそこをお聞かせ願いたいなと。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 経過についてはレストハウスが閉鎖になった時点で、どうするのかという部分も当然ありまし

たし、それ以外に清里の魅力の発信をどうするんだというのは別問題として、近年、観光それか

ら清里の自然をどう生かしていくのかっていう部分で、今は観光協会あたりも間借りといったら
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変ですけれど、コミットの狭いスペースの中で情報発信をしているというような部分もあります

し、さらには近年のいろんな農家さんですとかご婦人たちを中心に６次化の取り組みもどんどん

清里の中でも進んでいると。そういった部分をどう発信していくのか。どう施設として機能を生

かしていくのかという部分は、それぞれのエリア、カテゴリーで進んでいるというような部分が

あります。レストハウスが無くなっちゃうから、これをどうするかという議論もありますが、そ

れよりもこの清里町の交流人口の増加をどう図っていくのか。観光振興をどう図っていくのか。

自然景観をどう生かしていくのかと、そういった諸々な部分を協議した中で、この旧レストハウ

スを拠点として生かしていってはどうかという部分で協議がスタートしたというふうに私は認識

しておりますし、その方向性で常任委員会や各検討委員会庁舎内の会議でも議論を重ねてきたつ

もりでございます。そういった部分のコンセプトなり設計図面なりっていうのは、その中で議員

各位の皆さんにもお示ししてきたとおりでございますし、当然その中では町民の皆さんについて

も安い施設でありませんから、賛否は非常にあるというふうに思いますけども、ここを逃せば町

としてもこの清里をどう発信するかという部分が担当の職員としての使命でもありますから御提

案をさせていただいたということで、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今御説明あった中で、とてもわかりやすい御説明だったんですけども、その中でどうしてもや

っぱり私の頭の中でハテナマークがつくのが、ここの資料の中にもある方向性の提案の中で、建

物の構造とあって、その次に建物の機能ってありますよね。この部分がたぶん説明になってくる

のかなと思っているんですけれども、この部分見るとインフォメーション、ガイド事業この部分

等々でいけば、コミットでは出来ないのか、その施設が狭いという話が今説明の中にあったんで

すけど出来ないのかなという疑問が１点と、町民が気軽に集える場所の提供。ここの部分も例え

ばレストハウスの中に例えば水辺とかありますよね、ああいうところはそのまま残しておいて、

それ以外のところは別にコミットでと、どうしても思ってしまう部分があるんです。あと軽食及

び清里焼酎ＰＲ、全部コミットないし、パパスで出来ないものなのかなと。ちょっとそういう疑

問が僕はどうしてもなってしまうんですが、そこの部分が先ほどからも出ていましたけど、パパ

スとの棲み分け、同等の機能ではないという話ですけれども、挙げられているものをみると、ど

うしてもコミットとかでも出来るんではないか、パパスでも出来るんではないかというふうに思

ってしまうんですけど。それに対しての答弁をいただければありがたいなと。 

 

〇勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 今御説明した話と重複になるかなと思いますし、先ほど説明させてもらった部分の中身では河

口委員からの御指摘の部分もあります。方向性の提案についても簡単にまとめてしまった部分も

あります。これについては先ほど課長も申し上げましたとおり、ちょっと資料を詳細にまとめて、
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どんな検討委員会で、どういう意見、もうちょっと詳細な意見が出た部分なり、企画委員会なり

っていう部分は改めて説明していきたいというふうに思っております。最後の方に伊藤委員御指

摘の既存の施設ではどうなのかというような部分もあります。それに関して、今の状況であれば

今の観光協会の職員も協力隊の皆さんも一生懸命頑張っておりますんで、それについては出来る

かもしれません。ただ先ほど申し上げているとおり、やっぱり今このチャンスに清里の観光、交

流、それから今日本で一番問題になっている人口減少、それらも踏まえて清里をどう発信してい

くのかという部分ですね、他の発信の仕方もあるかもしれませんけども、清里の魅力をどう発信

していくっていう部分では、やっぱり今のコミットの観光協会の中の機能ではやはり弱い、小さ

い、というふうに認識した部分です。先ほど申し上げましたことをより広く町外の皆さんに、そ

して町内の人たちにも憩える場所を改めてつくっていきたいというのがコンセプトでありますか

ら、御理解をいただきたいというふうに思います。以上です。はい。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の色々と説明していただいた形の中で、後ほど今の説明でまず僕も納得出来るんですけど、

あとそういった詳細ですよね。後から提示していただけるということで、それをまた見てから色

々と考えたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、他。ございますか。はい。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 スタートをかけることはいいですが、最小限と言いますか、無駄な投資をしない、効果のある

ための投資をしていくんだ。ただそのスケール、目的、内容、あるいはシーズン通してオープン

してないとだめなものなのか。いろんなコストやいろんな運営方法やいろんな内容を考えて、あ

とからちょっと待ったとかからないような十分な論議、もう少しいろんな計画を練っていただき

たいとこのように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

加藤副委員長の今の御意見とも拝聴しながら、ただスケジュール的には本当タイトな時間にな

ってくると思いますけど、そのへんを資料等々まとめまして、また協議をさせていただきたいと

思いますんで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他ございますか。はい、池下委員。 
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○池下委員 

 この図面を見ると、ちょっと実はこの図面見ているとパパスに似ているなという感じを受けた

んですが。これ設計はあれですか。パパスがやったところと同じところですか。参考までにお伺

いしたい。 

 

○総務課長 

 外観でいくと、似ていると言われれば似ているかもしれませんけども、ただどこでちょっと委

託を受けたかというちょっと今資料持っていませんので、それはちょっとお答えできませんが、

基本的に今ある施設の両サイドをある程度整理をしながら有効活用していこうということで、中

心部がそのまま来るというような形でいきますと、こういうようなデザインになっているのかな

ということで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 

 他。はい。 

 

○池下委員 

 どっちにしても、やるんであればあそこすごいなと言われるような要するに知名度を売るよう

な建物をつくってみてはどうかなというふうに思っていますので、パパスもですね我々が入って

から建ったものですけども、外観ばっかりでなく中の方に関しても、やっぱり商業デザインの方

とかも相談しながらやれればいいんじゃないかなと。今更こうやって出来てしまってからじゃ遅

いんですけど。建築設計ばっかりじゃなく商業デザイナーも日本に数多くいるわけですから。そ

ういう人たちに意見を参考までに聞いてみてはどうかというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今池下委員のおっしゃるように、あそこは位置的にはやはりバックに斜里岳ということで、大

変眺望のいい場所でございます。その辺も含めた中である程度のデザインが決まってきているの

かなというふうに思っております。その辺も踏まえ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、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他ございませんか。なし。 

 

○勝又委員長 

 なければ１から４までいろいろ要望等も出ましたので、再度検討の方をよろしくお願いしたい

と思います。以上で、総務課の方終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。ありがとうご

ざいました。休憩します。１０分ぐらい。３０分から。 
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休憩 午前１０時２０分 

再開 午前１０時３０分 

 

○勝又委員長 

 それでは引き続き町からの協議報告事項、生涯教育課よろしくお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課の案件説明する前に、５月２０日付けで人事異動ありましたので、貴重な時間では

ございますけども、自己紹介をさせていただきたいと思います。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 おはようございます。５月２０日付の人事で建設課上下水道公住グループから教育委員会生涯

教育課社会教育グループに異動になりました。原田でございます。引き続きどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

○社会教育Ｇ主事 

 同じく５月２０日の辞令で町民課町民生活グループから生涯教育課社会教育グループの方に異

動になりました、菅原です。これからもよろしくお願いします。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 引き続き、学校教育グループ担当になります三浦です。よろしくお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 それから私ですね、生涯教育課主幹・社会教育グループ担当がとけましたので、改めましてよ

ろしくお願いいたします。まとめて生涯教育課よろしくお願いいたします。菅原につきましては、

この後ステージ公演ありますので大変申しわけありません、退席させていただきます。よろしく

お願いいたします。失礼します。 

それでは生涯教育課の１点目でございますけれども、清里町のいじめ防止基本方針案につきま

して説明をさせていただきます。お手元に別冊で清里町いじめ防止基本方針案というのがいって

いるかなというふうに思いますので、ご覧いただきたいなというふうに思います。それの１ペー

ジをお開きください。 

１ページの初めにというところで、４行目に書いてありますが、国はいじめの防止等のための

対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に、平成２５年の６月にいじめ防止対策推進法を

制定し、１０月にいじめの防止等のための基本的な方針を作成しています。また北海道におきま

しても２６年の４月に北海道いじめ防止等に関する条例を施行するとともに、同年の８月に北海

道いじめ防止基本方針を策定しまして、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めた

ところでございます。このいじめ防止対策推進法では、いじめの防止等のための対策に関する基

本方針を策定することが示されておりまして、国と学校におきましては、策定を義務化しており

ます。地方公共団体につきましては、努力義務というふうになってございます。清里町におきま
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しては、すべての小学校３校と中学校がすでに学校いじめ防止基本方針を策定しているところで

ございます。町教育委員会としましても、策定は努力義務ではありますけども、国のいじめ防止

推進法それから様々な北海道の防止いじめの対策法に基づきまして、策定をしていきたいと思っ

ております。今回議会に対しましても、原案を提示し、６月の教育委員会の方で制定を進めてい

きたいというふうに考えております。 

それでは方針の内容を説明させていただきます。１ページでございますけども防止基本方針は、

大きく３つの柱からなっております。大きな１つ目の柱につきましては、１ページの中段にあり

ますけども、いじめの防止等のための対策の基本的な方向でございまして、かけがえのない存在

の児童生徒一人一人が元気で明るく学び健やかに成長していくことができるよういじめ防止の対

策に関する基本理念としまして、１の（１）児童生徒が安心して学校生活が送れるよう学校の内

外を問わず、いじめが行われないようにすること。（２）として、いじめは、いじめられた児童

生徒に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒の理解を深める。（３）

が、国、地方公共団体、学校、家庭、地域住民と連携のもと、社会全体でいじめの問題を克服す

ること。この３つを規定しているところです。２ページをご覧ください。 

２ページの一番上、（１）いじめの定義がここに書いてあると思いますけれども、この定義に

つきましては、国の定義を清里町においても、そのまま定義としております。四角の中にありま

すとおり、いじめとは、児童生徒に対して一定の人間関係にある他の児童生徒等が行う行為で、

当該行為の対象となった児童生徒が精神の苦痛を感じているものをいじめと定義しているもので

ございます。インターネットを通じて行われるものもあるということでございます。（２）に、

いじめを理解するにあたっての留意点を４点。（３）につきましては、いじめの内容。どんなも

のがいじめなのか、具体的に①から⑧ということで記載をしております。２ページの下段の方、

いじめの防止等に関する基本的な考え方についてでございますけども、（１）としまして、いじ

めの防止として、いじめはどの児童生徒にもどの学校でも起こり得るものとの認識を持った上で、

未然防止に取り組む事の重要性、それからいじめに向かせることのない心の通う対人関係を構築

するための関係者一体となった継続的な取り組みの必要性。それからいじめは決して許されない

という認識豊かな情操や道徳心、自他の人格を尊重し合う態度などを養うこと。それから充実感

が持てる学校生活づくり等、これらの取り組みが必要であるという基本的な考え方を次のページ

まで含めて６点に示しているところでございます。 

３ページの中段、（２）いじめの早期発見のことでございますけども、児童生徒の些細な変化

に気づいて対応していくことの大切さですとか、いじめを隠したり軽視したりすることなく、積

極的にいじめを認知することの重要性。いじめを訴えやすい体制の整理が必要であると早期発見

の考え方３点を明記してございます。（３）につきましては、いじめへの対処でいじめを受けた

児童生徒や、いじめを知らせてきた児童生徒の安全の確保、いじめを行った児童生徒に対しての

適切な指導対応を行うことが必要としています。（４）につきましては、学校、家庭、地域、関

係機関の連携の関係でございますけども、地域全体で子どもを見守り健やかな成長を促すための

学校関係者と地域、家庭と連携した策の推進の必要性。さらには警察ですとか児童相談所、医療

機関と関係機関との適切な連携情報共有体制の構築が必要としています。 

続きまして４ページになります。大きな柱の２つ目でございますけども、いじめ防止のための

対策の内容でございます。１番目がいじめ防止基本方針の策定と組織の設置等でございますけど

も、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、今説明しておりますが、清
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里町いじめ防止基本方針の策定、それから公表。また定期的に方針を点検しまして、より実効性

の高い取り組みを実施するため必要に応じて見直しを行うこととします。 

２つ目が組織の関係でございますけども、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図

るため必要に応じまして、①であります、いじめ問題対策連携協議会の設置。また、町の基本方

針に基づく必要に応じまして②に書いておりますけども、教育委員会に付属機関の設置さらには

町長が重大事態への対処のため必要であると望むときは③にありますが、附属機関を設けて調査

を行うことができるなど、必要な体制の整備をしています。また④に書いておりますが、既存組

織であります清里町要保護児童対策地域協議会それから交通安全防犯、青少年育成推進委員会と

の連携のもと、児童生徒の健全育成を図るとしている。それから４ページの下段になります。こ

の項目の２つ目、いじめの防止等のために、町及び教育委員会が実施すべき施策でございますが、

（１）のいじめの防止としまして、教育支援専門員がスクールカウンセラー等の配置、発見。教

育相談体制の充実を初めとしまして、子どもたちへの道徳教育及び体験活動等の充実。いじめ防

止等の各学校における自主的な規格予備運営による取り組みの支援、インターネットを通じたい

じめを防ぐための情報を学ぶ教育の充実をここに明記をしてございます。さらには各学校におけ

ますいじめの実態把握及び防止等のための取り組みついて、定期的に報告を求めて、学校への適

切な指導、助言を行うなど①から次のページへの８点に取り組むこととしているところでござい

ます。 

５ページ中段になりますが、いじめの早期発見のところでございます。各学校や北海道教育委

員会等が実施いたします定期的な調査等を有効活用。それから教育支援専門員やスクールカウン

セラー等の配置、発見。いじめの早期発見や、心のケアに努める相談体制の充実。インターネッ

トを通じて行われる、いじめへのネットパトロールの情報活用の４点に取り組んでいきます。 

５ページの（３）でございますけども、いじめの対処の関係でございます。学校に対して、い

じめの早期対処に向けた迅速な対応等行うため、必要な指導助言を行ったり、いじめが発生した

場合、教育支援専門員やスクールカウンセラーを派遣をしていきます。また、いじめを受けた児

童生徒やその他の児童生徒が安心して教育が受けられるようにするための十分な配慮、対応と４

点に取り組むこととしています。 

続きまして６ページをご覧ください。今までは町教育委員会がとり組む実施すべき施策でした

が、これからはいじめの防止等のために学校が実施すべき施策でございます。（１）として、各

学校におきましてどのようにいじめの防止に取り組み行うかを定めた「学校いじめ防止基本方針」

策定ということで、先ほど説明したとおり、うちの町の学校については、すでにこのいじめ防止

基本方針が学校の方では策定をしているところでございます。（２）は組織の関係でございます

けども、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員等によりまして、いじ

めの防止等の対策のための組織を設置します。（３）は、すべての児童生徒を対象に、いじめに

向かわせないための未然防止対策の実施を図るとしまして、道徳教育、人権教育体験活動の充実

ですとか、主体的に子供たちが参加、活躍できるような授業作り、教職員の不適切な認識や、指

導のあり方の細心の注意。児童生徒自らがいじめに防止に取り組む活動の推進等全部で６点ほど

明記をしているところでございます。 

続きまして、６ページの下段の方のいじめの早期発見のところでございますけども、いじめに

ついては、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることがあることを認識しまして、いじ

めの積極的な認知ですとか、日頃から児童生徒と教職員との信頼関係の構築等によりますいじめ
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を訴えやすい環境の整備を図ることを明記をしています。 

続きまして、（５）のいじめの対処でございますけども、これはいじめが起きたときの迅速的

な組織的な対応が必要ということとそれプラス、いじめを受けた児童生徒のケア。それからいじ

めを行った児童生徒への指導教育委員会への報告。関係機関であります児童相談所、警察等々連

携を図っていくということで、７ページにかけて、１１点の取り組んでいく内容を記載している

ところでございます。 

７ページの下段大きな柱の３つ目、重大事態への対処ということで、ここに記載しています。

重大事態の意味でございますが、法の規定に基づきます意味をカッコの中に四角の中に明記をし

てございます。（１）としまして、いじめにより、当該学校に在籍する児童等の心身または財産

に重大な被害が生じた疑いがあると認める。それから（２）として、いじめにより当該学校に在

籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるという

ことで、これが重大事態法の規定でなってございます。 

８ページをご覧ください。この重大事態が発生した場合の対応ということで、教育委員会、町

長等の対処を記載してございます。教育委員会の対処としまして、学校から報告を受けた場合、

教育委員会に設置必要に応じて設置します。協議会において調査等を実施し、学校等への指導や

支援等を行っていきます。 

３番は町長の対処ということで、報告を受けた町長が必要であると認めたときは必要に応じま

して、付属機関において再調査を行っていじめを受けた児童生徒、保護者への適時適切な方法に

よります調査結果等の報告を受けます。 

一番下、４番目でございますが、再調査の結果を踏まえた措置ということで、町長及び教育委

員会が再調査の結果を踏まえて重大事態の対処または同種の事態発生の防止のために必要な措置

を講じるとしています。また再調査を行ったときに町長は、その結果を議会に報告すると明記し

ています。 

以上、国のいじめの防止推進法ですとか北海道のいじめ防止基本方針、さらには学校で既に、

うちの町については策定をしております、学校いじめ防止基本方針も踏まえまして、学校ですと

か、家庭、地域、関係機関が連携しまして共通認識のもと、いじめの根絶に向けた取り組みを具

体的に進めていきたいということで、この清里町いじめ防止基本方針を策定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。この原案につきましては、先日の教育委員会の委員会協

議会で、委員さんの方で見てもらって、協議の上、今回議会の方に提案し、６月の教育委員会の

方にもかけていきたいというふうに思ってございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今、清里町いじめ防止基本方針（案）について説明がございました。委員の方から

何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 １つお伺いしたいんですが、５ページのいじめの早期発見というところに定期的な調査等を有

効に活用し、状況を把握するとともにとあるんですけれども、実はいじめっていうのは、学校の

先生とか父兄に実は余り言わないというのが実情ではないかなと思うんですよ。そういった中に

おいてね。小中高学校ありますけども、定期的に子供たちによる無記名のアンケート等をどのよ
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うにやってきたのか。そういったアンケートをやった経緯があるのかと。まずそこからお伺いし

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 いじめ体罰を含めたですね、アンケート調査を児童生徒、保護者を含めて、毎年無記名調査を

行っております。 

 

○池下委員 

 毎年年１回ですか。はい。その中において無記名でやっているということは、だれが書いたか

わかんないということで実態としてはどうですか。数件ありますか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 アンケート結果の実態としては、いじめの件数が上がっていない状況です。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 アンケートによるとあがっていないと。しかし小・中・高ともですね。実はありますよ。私が

聞いた中で子供たちと話しているふうに関しては、実情としてやはりあります。年１回やってい

るということなんですが、そういった机上の上で片づけるのではなく、もっと踏み込んで学校の

先生等が、実はどうなんだということを、やはり教育委員会として、推し進めているのかどうな

のか。その辺はいかがですか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 今、池下委員に言われたとおりですね。アンケート調査だけでは、確かにいじめの実態が全部

掴めるかといったら、私も疑問に思いますけども、先生との連携、それから教育支援員が学校に

入りながら、聞き取り等も含めて、やっているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 実は中学時代にいじめにあってですね。それからなかなか心身ともにいじめに遭ったことが原

因で、学校へ行きたくないという実例が、ここ何年間の間に実例としてあるんですよ。私も子供

に直接話したことがあるんですけれども、本人がいじめにあっているというふうに言わないんで

すね。やはり。ところが、親が痛烈にわかるんですよ。学校へ行きたくないって言うんですよね。

子どもが、まず。親も教育委員会等に相談したかどうか。その辺ちょっと把握は出来ていません

けども。やはりそういった実例が実際ありますんで、今後、教育委員会としてそういった年に数

回やっているだけではなく、もっと踏み込んだ学校現場の教職員と密に連絡をとりながら、いろ

いろな話し合いをしていただきたいと思います。そういった方向で年に数回学校の先生方ともい

じめに関する事案だけでいいと思うんで、そういった話合いを今後続けていって欲しいなという

ふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

今、池下委員から言われたことを参考に、いじめの関係につきまして、学校、教育委員会で、

地域等々連携しながら早い段階から的確にいじめの関係について、認知ができるように積極的に

関わっていきたいと思います。 

 

○池下委員 

 実はいじめというのは、いじめの芽というのが小さいころあるんですよ。学校にあがる前から

実はあるんですよ。我々が小さい頃、やはり日常茶飯事ありましたよ。うちの町の保育所、幼稚

園、両方合わせますと約１００人ちょっとくらいの児童がいるわけですけれども、学校ばかりで

はなく、保育所・幼稚園、そういったところとも連携をとりながら推し進めていただきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

繰り返しになりますけど、池下委員の参考にしながら、いじめは、学校等にも起こりうるとい

うことを念頭に置きまして、すべての児童生徒を対象とした未然防止について、積極的にこれか

ら進めて行きたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 他。いじめに関して。河口委員。 

 

○河口委員 

 防止基本方針が出来たからいじめが無くなるわけでなくて、問題は策定に当たっては、すべて
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の校長さんを交えての策定されたことなのかを一つお伺いします。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 すべての学校長に見ていただいていますし、教育委員会のほうでも確認しながら、学校の基本

方針等の整合性をとりながら、策定を進めています。 

 

○河口委員 

 今確認させていただいた件なんですが、私も長いこといろんな学校の方を見てきました。私の

自分で感じているところは、学校はすべて校長次第。これはもう間違いなく、そう思っています。

時代背景をずっと見たときに、すべての学校は校長で決まると思っております。校長が一番の責

任を持っているだろうと思いますが、そんな中で校長がやはり熱心な心を持つということが、ま

ず第１番だろうと思うんですけども。その辺の中で、先ほど池下議員からのコミュニケーション

をどれだけ多くとるか。しかも校長がまず熱い気持ちでやらなければ絶対だめだということだけ

は、校長にもってもらう。当然２年３年で変わってきますから、校長次第でいろんな学校が変わ

ってきます。けど、熱い気持ちだけは常に校長に発信していただきたいなと思っています。以上

です。 

 

○生涯教育課長 

 今、河口委員いわれたとおり、学校経営につきましては、確かに、校長先生の裁量というか校

長先生の意見等で大きく変わるというふうに思います。校長先生とも連携をとりながら教育委員

会としても、いじめだけじゃなくて、いろんな面で、今後対応をとっていきたいなというふうに

思います。 

 

○勝又委員長 

 他。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 お二方の話から付随していく話なんですけれども。いじめの早期発見で、先ほど池下委員から

５ページの話が出ましたが、前段の３ページのいじめの早期発見のほうなんですけれども、定期

的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知などにより、児童生徒がいじめを訴

えやすい体制を整えていくということなんですけれども、私もずっと関わり合いながら、いじめ

のこともいろいろ考えてきたんですけども、現実問題、これは誰がこういうことをしましょうと

いうことを決めているのか。 

なぜ今回、このことを話しているかと、先ほど５ページもそうなんですけども、もちろん河口

委員が言っていた、校長先生全部知っているのかという話ですけど、アンケート調査とか無記名

ですね。けれども子供に聞きましたか。要はどうやったらいじめが早期発見を出来るかは、大人

が考えるんじゃなくて、児童が考えているかと。だから大人が、先生なり教育委員会なりが、こ
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うやったら早期発見につながるだろうではなく、子供たちがどうやったらいじめを発見した場合

に、言える環境なのか。子供たちが言いやすいというのは、どういう形なのかってことを子ども

たちに考えさせないと。無記名アンケート実質どうでしたか。何もありませんでした。たぶん書

けないです。自分たちのじゃなくて、大人からの相談しやすい、発見したら伝えやすいっていう

方策では、たぶん無いんだと。大人が、こう考えるからやっているだけの話であって、たぶん、

そこの部分を少し児童に「どうやったらいじめが言いやすいですか」ですとか、そういう話し合

いの場が必要ではないのかなと思っていることが１点と先ほど池下委員の方からありましたけど

も、ちっちゃい時から、いじめってあるんです。それと同時に、小さい時から、正義感を養い、

いじめがだめなんだということも大事ですけども、だめなことを伝えるとか駄目なことは許して

はいけないと、正義感を養うようなことを小さい時からしていくと、今言った無記名とかでも、

書きましょうかとなるかもしれませんし、それらも含めた、いじめに付随する正義感ですとかそ

ういう倫理的いじめがダメだという倫理だけでなくて、正義感も養っていくことも幼少の時代か

らやっていただければ、違う方向性も見えてくるのかなと思うんですけれど、どうでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

今の御質問でございますけども、先ほど説明したアンケート調査の実施主体としては、北海道

教育委員会から調査ということで実施をしておりますし、また学校独自でも取り組んでいるかな

と思ってございます。ただ、先ほど言われたとおり子供が訴えやすい体制というのがやはり、必

要かなというふうに思ってございますので、今後体制の整備を整えますとともに、大人皆で生徒

を見守ることが必要かなと思います。 

それから後段で言われました正義感を養う取り組みということで、大変必要なことかなという

ふうに思っておりますので学校教育、それから社会教育も含めて今後何らかの取り組みといろん

な体験活動その他の活動を含めてですね。取り組んでいけばと思っているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 ほかに、いじめ防止基本方針について。 

 

○堀川委員 

 いじめをしない、いじめをさせないためには基本方針も大切でありますけども、一番の根底に

あるのはやっぱり、心の教育、子供たちの心の教育。根底で大事なところと思うんです。そのた

めにはここもありますけど、いじめの防止には、道徳教育・人権教育・体験活動ということが、

書かれていますけれども、先ほど伊藤委員が言われたように、いじめない心を、この正義感を養

う。その非常に大事、大切だと思いますし、プラス相手を思いやる心、そして、命を大切にする

心。こういうような心を養えるような、教育・活動というようにぜひ力を入れていって欲しいと

思います。具体的にはいろんな講師を呼んで、講演だとかいろんな体験談を語ってもらうだとか、

いろんな方法があると思いますけれども、現実的にできることを、心を養う活動というのを、是

非力を入れていただきたいなと思います。 
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○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 今堀川委員が言われたとおり、心の教育の充実の必要性を感じているところでございます。思

いやりの心ですとか正義感も含めまして、教育委員会で出来ることをこれから、事業展開出来れ

ばなというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 ありませんか。それでは次に、高校進学に関するアンケート調査結果の概要について。生涯教

育課。 

 

○生涯教育課長 

 ２つ目の高校進学に関するアンケート調査結果の概要ということで、資料の１０ページのほう

をお開きいただきたいと思います。ここに調査目的を記載してございますけども、ご承知のとお

り本年度の清里高校の入学者が１２名ということで、清里中学校から１０名それから小清水中学

校から２名という大変厳しい状況となりました。この調査目的でありますとおり、平成２８年以

降におけます清里高校の入学者確保対策としまして、清里高等学校総合支援対策事業の実施内容

の検討にあたりまして、中学生それからその保護者の意向を把握するため、アンケート調査を実

施したところでございます。 

２番目に調査の対象を書いてございますが、清里中学校生徒１年生から３年生。それから今年

３月に卒業しました卒業生並びにその保護者。それから小清水生徒の１年生から３年生まで。そ

れとその保護者にアンケート調査を実施しているところでございます。 

回答状況３番に清里中学校、小清水中学校それぞれ記載をしているところであります。 

先に１２ページをご覧いただきたいと思います。１２ページから１３ページ。表になってござ

いますけども、１２ページが清里中学校の生徒、それから保護者に対するアンケート結果の集計

表になってございます。そして１３ページが小清水中学校の生徒、それから保護者に対するアン

ケート調査の結果になっております。この集計表の中で、例えば問４とか問６もそうですけども、

①・②というふうに載っているかと思いますけども、例えば問４でありますと、高校を選ぶとき

重視することということで、２つ以内の選択の設問でございまして、①が一番重視する又は希望

すること。②が２番目に重視・希望することということで①・②という設問だということで御理

解をいただきたいというふうに思っております。 

議案戻っていただきまして、１０ページをご覧ください。４番に主な回答内容ということで、

ここには一番重視すること・したこと等を記載してございます。まず清里中学校生徒１年生から

３年生まででございますけども、高校を選ぶ理由につきましては、通学に便利が１９人、部活動

の充実が１８人、進学に有利が１７人、費用がかからないが１２人、就職に有利が１０人でござ

いました。進学希望先は、現在の１年生から３年生までございますが、清里高校以外という方が

４６人、清里という方が２６人でございます。清高を希望する理由については、通学に便利１６

人が一番多い回答でございます。清里高校以外を希望する理由としましては、部活動が活発１７

人、進学に有利が８人、教科の種類が豊富 7人、生徒数が多いが６人でございました。それから
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最後にどうしたら清里高校を希望するかという問いで、わからないを除きまして、国公立大学進

学率のアップを望むものが１６人、部活動の充実が１１人、町外から生徒の増が１０人でござい

ます。 

それから同じく１年生から３年生の保護者に、同じ質問したところでございますけども、高校

を選ぶ理由については進学に有利ということで３７人、通学に便利が２８人とのことで、この２

つが多い回答でございました。子どもの進学希望先につきましては、わからないを除きまして、

清里高校以外が３２人、清里は３２人ということで、若干生徒とは違う保護者の気持ちがあった

部分ですが、それにしてもあまり数はありません。清里高校を希望する理由は通学に便利が１３

人、金銭的な支援が多いが８人という回答でございました。それから清里高校以外を希望する理

由が、部活動が活発１０人、進学に有利が９人、生徒数が多いが９人という回答でございます。

保護者に対しましても、どうしたら清里高校を希望するか聞いたところ、国公立大学の進学アッ

プを希望する２３人、町外からの生徒の増員が１０人という結果でございます。 

続きまして、清里中学校の卒業生、３月に卒業したもう既に高校をこの時に選択していた子供

たちでございますけども、高校を選んだ理由として、進学に有利という回答が１４人でございま

す。進学先は、全部の回答ではございませんが、この回答では清里高校以外が２１人で、清里が

6 人でございます。清高を選んだ理由として、部活だとか通学に便利進学に有利、少人数指導と

いうのが、１人でございました。清高以外を選んだ理由として、進学に有利 9人、部活動が活発

5 人、町外に行きたかったが３人という回答になってございます。卒業生にも清高を選ぶために

どうしたらよいか聞いたところ、町外からの生徒増が６人、国公立大学進学率アップが５人、部

活動の増が３人、教科コースの増も同じく３人という結果でございました。 

それから卒業生の保護者にも聞いてございますけども、高校を選んだ理由として、部活動の充

実が１２人、進学に有利が５人、就職に有利が３人という結果であります。進学先については、

先ほどの卒業生と同じです。清高を選んだ理由生徒と若干違う部分がございますけども、通学に

便利が２人、ニュージーランドに行けるが２人、少人数指導が１人という結果でございます。清

高以外を選んだ理由として部活動が活発が８人、生徒数が多いが４人、教科の種類が豊富４人、

清高を選ぶためにどうしたら良いかは、保護者からの意見として町外からの生徒増が４人、国公

立大学進学率アップ４人、部活動の増が４人というような結果でした。 

続きまして、小清水の生徒に聞いているところでございますけども、高校を選ぶ理由として、

部活動の充実が１７人、進学に有利が１６人、通学に便利が１４人という結果でございます。清

里高校を希望する理由については、小清水から近いという方が２人でございます。進学希望先、

斜里・網走が３２人、それ以外の管外が１１人、管外が１４人、わからない１８人で清里が３人

です。清里高校以外を希望する時は進学に有利１９人、部活動が活発１３人、就職に有利が８人

という回答でございました。小清水の生徒にどうしたら、清里高校を希望するかを聞いたところ、

国公立大学の進学率アップが１９人、通学支援が１６人、金銭的支援・教科コースの増が各５人

でございました。 

それから小清水中学校の保護者にも聞いたところでございますけども、高校を選ぶ理由ついて

は、通学に便利が４０人、進学に有利が２５人、子供の進学希望先は、斜里・網走が３２人、そ

れ以外管外が１０人。管内が９人。わからないが２０人ということでございますが、清里は保護

者が５人という結果でございます。清高を希望する理由は、小清水から近いが５人、清里高校以

外を希望する理由は、部活動が活発１３人、進学に有利が１０人、生徒数が多いが８人というよ
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うな順序になっております。保護者に対しまして、どうしたら清里高校を希望するかを聞いたと

ころ、通学支援が２４人、国公立大学進学アップが１７人、教科コース増が９人で、その他に給

食の提供６人、部活動の増。それから小清水の保護者に対しまして、小清水から必要な通学支援

を聞いたところバスの運行を希望する方が４１人、ガソリン代等の通学費補助２人という結果と

なったところでございます。 

今回のアンケート調査を実施しまして、特に清里高校を選ぶためにどうしたら良いかというと

ころを見ますと、特に多かったのが、全体的には国公立大学進学率のアップですとか、町外から

の生徒増。やはり人が他から来て、多くの子ども生徒の中で学ばせたいというような意見が生徒

それから保護者の中でも、それからその次に部活動の充実とかですね。そういうような項目が特

に多いのかなというふうに思っているところでございます。 

平成２８年度小清水高校の募集停止となります。今回は小清水中学校から２名ということでし

たけども、来年度以降小清水からの生徒、それ以外についても地元からの生徒確保等、今後清里

高校の支援対策を見直す中で、来年２８年度生徒確保を図っていきたいと思っているところです。

今後のこの支援対策を考える上での進め方としまして、何回か高校さんとは連携をとりますけど

も、今週におきましても清里高校の校長先生との懇談の機会を持っております。また６月２日に

は小中校の連携推進協議会、６月４日には高校支援の連携会議、これについては教育委員さんと

中学校高校の校長、教頭先生との会議でございますけれど、６月４日におこなっていくところで

ございます。またその後、６月の下旬には中高の連携会議の方も開催を予定しております。今後、

６月にもう一度常任委員会があると思いますけども、その中で平成２８年度に向けました具体的

な支援策について、協議ができればなというふうにすすめているところです。それ以降、協議後

なるべく早い段階で小清水、斜里、網走へのＰＲ用パンフレット等の配布ですとか、町広報の特

集記事掲載、そして小清水それから清中の生徒及び保護者への説明会等、順次行っていきたいと

いうふうに考えているところでございます。今各方面から高校の支援対策について、意見等を承

っているところでございまして、議員さんにおかれましても何か良い案等ありましたら、お聞か

せいただければというふうに思いますけども、今現在、教育委員会で、このアンケート調査をも

とにしながら各方面からの意見も参考に支援策について、検討しているところでございます。今

回、このアンケート調査の内容について説明させていただきました。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、高校進学に関するアンケート調査結果の概要について生涯教育課より説明がござい

ました。委員の方から質問等意見等ございましたら。ありませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 これから募集に向けてＰＲをしていくところですけども、斜里の中学校には積極的に働きかけ

をしていかないのですか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 
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○生涯教育課長 

 まず、平成２８年度募集停止になります小清水高校の関係で、小清水の中学校には働きかけま

すけども、その他、町外の学校、それ以外の例えば斜里ですとか、網走を含めて町外、それ以外

の中学校等にもいろんな機会を通してＰＲ活動は、展開を考えていきたいと考えております。 

 

○堀川委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 お聞きしたいんですけれども。アンケート調査ございまして、小清水中学校のちょっと気にな

る部分があるのでお聞かせ願いたいと思います。小清水中学校は、今まで、ちまたという言い方

がこの場で適切なのかわからないですけども、ちまたでよく話されることが、小清水高校が無く

なったら、近いから清里高校へ行くかというと必ずしも行かない、交通手段が無い。小清水の中

学生たちは清里に来るぐらいなら網走のほうが近いという感覚を持っているという認識しており

ましたし、そういう話がよく出されていたと思っております。その中で今、アンケートを見ると

中学校生徒が高校を選ぶ理由、部活度の充実が１７人、進学に有利１６人、通学に便利１４人な

んですよね。進学希望先が清里３人。どうしたら清里高校を希望するか。国立大進学率１９人、

次に、通学支援１６人なんですよ。交通手段のことだと思います。そのままこの下に行くと小清

水の保護者、一番下段になりますけども、小清水から必要な通学支援はバスの運行。４１人。こ

れを見ると、バスの運行を検討した場合に、かなり来るのかなというふうに捉えてもよろしいん

ですか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 伊藤委員言われたとおり、このアンケート調査は、特に小清水からの部分を見ますと、やはり

小清水からの生徒確保には、通学費補助ではなくてバスの運行交通手段です。バスの運行が４１

人という数字で小清水からの生徒確保には、今一番有効なのは教育委員会内部でもバスの運行が

一番有効かなというふうには思っておりますが、当然かなりの経費もかかるのかなと思いますし、

その辺アンケート調査を参考にというか、もう少し小清水中学校に入り込んで、通学方法スクー

ルバスの運行も含めまして検討していきたいなと。その小清水からの生徒確保によりまして、地

元から進学率、生徒が多かったら行くという子供たちもいますので、アップに繋げていきたいな

というふうに思います。 

現状のスクールバスは町でも運行しておりますが、路線見直しとか小型車両の購入とか含めま

して、町内の小中学校のスクールバス等の併用によりまして、バス運行になればそういうことも

含めて検討しなきゃならないのかなというふうに思っております。ただ、やはり今小清水からの
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生徒確保、このアンケート調査を見ますと、通学手段の確保が１番施策かなというふうに今のと

ころ教育委員会では思っているところでございますけども、実際、１１月とか選ぶ段階で、数人

にならないように見極めも必要かなと考えてございますけどもバスの確保、スクールバスの運行

が小清水からの支援では一番有効かと内部では思っているところです。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、ご説明あったとおりで、バスの小学校中学校合わせて、６００万ぐらいですか、忘れたん

ですけども、町からの手出し分で。実質まだそこまでの検討はされてない、出てないということ

なんですか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 業者には金額面も含めて、聞きとりをしています。昨年からも含めて例えばバスを運行したら

ということで、やはり小清水間の運行をするとなったら、例えば朝１便で帰りはやはり３時とか

部活動が終わった関係で、帰りは２便必要かなというふうに業者等に金額的なものも含めて、聞

いているところです。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。 

 

○加藤副委員長 

 バスの関係でもう１点考慮していただきたいなと思うんですが、バスを運行すれば、私は解決

と思わない。なぜかというとバスを運行しても、小清水から網走に行く時間と清里に来る時間が

生徒によってはむしろ長くなるということになれば、何の意味もないので。その辺十分に利を生

かしたバスの運行なり大きさなり、いろんなことも踏まえて、できる範囲がここまでだという感

覚じゃなく、清里高校に来てもらえる、来やすい環境をどうするか。この１点を忘れないで取り

組んでいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 加藤委員言われた通りですね。清里に来やすい環境を単にバスを出すだけでなくていろんな大

きさも含めた形、運行経路を含めて、十分に検討していきたいと思っています。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。高校進学に関するアンケート調査結果について、終わります。続きまして、

平成２７年度スポーツ関連行事について。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 １４ページをお開きください。平成２７年度スポーツ関連行事について、ご説明申し上げます。 

まず、１番目でございますが、過日５月２３日落成オープンをいたしました町民プールの記念

ＮＨＫジュニア水泳教室の開催でございます。日時につきましては、平成２７年７月１１日土曜

日、午後１時から４時を予定しております。会場は、オープンいたしました町民プール。今回講

師としてお招きいたしますのは、北京オリンピック男子４００メートルメドレーリレー、銅メダ

リストでございます宮下純一さんをお招きいたします。内容といたしましては、ジュニアの水泳

教室、小学校高学年それから中学生程度を対象としております。人数につきましては、おおむね

４０名程度を考えております。このジュニア水泳教室を行いますと同時に、指導者の方に対する

セミナーということで、この２つを考えてございます。これがまず落成記念の水泳教室でござい

ます。 

続きまして第３８回になります斜里岳ロードレースでございます。日時は、９月の２０日、日

曜日。開会式を９時に行いまして、１０時のスタートとなります。会場につきましては、生涯学

習総合センター前。そしてモトエカ広場をメーン会場としております。競技の内容種目につきま

しては、ハーフマラソンから５キロ、３キロ、２キロ、１キロこれは、親子で参加でございます。

また３キロフリーの部を種目として用意しております。なお本年度につきましては、小学生につ

きましては、学校行事として、このロードレースに参加することとなっております。以上でござ

います。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、平成２７年度スポーツ関連行事について説明がありました。委員の方から何かござ

いますか。無ければ終わりたいと思います。④番、町民プールの太陽光発電システムについて。

生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 町民プールの太陽光発電施設の関係でございますけども口頭になってございますけども、新し

い議員さんもいるので急遽簡単ではございますけども、資料をつくらせていただきましたので配

させていただきます。 

町民プールの太陽光発電システムにつきましては、清里町の再生可能エネルギーの導入計画に

基づきまして、太陽光発電システムの導入を進めてまいりました。ただし北電との系統連系が進

んでいないということで、大変議員さん初め各位にご心配・ご迷惑をかけたところでございます。

今回時系列で、改めまして記載をしてございますけども、昨年の６月２３日に、工事契約を結び

まして、翌日の２４日から着工してございます。太陽光発電システムに関する経済産業省には申

請が７月１５日、経済産業省の決定が７月２９日でございました。平成２６年８月上旬に前のプ

ールの解体の完了をいたしまして、本格的に新築工事に着手をしたところでございます。９月３

０日に、翌日の１０月１日より太陽光発電の系統連系につきまして、回答保留とする旨の連絡が
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ございました。その次の日の１０月１日に北海道電力の太陽光発電の系統連系の回答保留が始ま

ったところでございます。町では、２６年１１月４日に北海道電力への受電申し込み及び系統連

系申し込みを提出したところです。国におきましては、１月２２日に方針としまして、出力制限

をかけることが提示されました。この時点では具体的な機器は指定をされてございません。プー

ルにつきましては、３月１０日に完成をみたところでございます。３月１９日でございますけど

も、北海道電力より出力抑制によります保証はしないこと、遠隔出力制御システム構築への対応

を行うことを合意することで、系統連系に向けた協議を再開する提案がございました。工事業者

からは、この遠隔出力制御可能な機器が発売するとの情報提供がありましたので、その機器への

変更検討を開始したところでございます。３月２４日この常任委員会がありましたので、その中

で新機器が４月に発売予定であること、それで機器の詳細が発表され次第、系統連系の協議再開

に向け、北海道電力と合意することで作業を進めてまいりたいということで、委員会で説明をさ

せていただいたところでございます。それを受けて北海道電力との関係でございますけれども、

４月２０日に合意書の方を締結してございます。それ以降、５月でございますけども、機器が変

わったということで、国での機器変更の申請、北電との系統連系協議を進めてまいりました。そ

れで４月１日からは間に合いませんでしたが、５月の２１日でございますけども、北電との系統

連系が開始となりました。この時点で通電が開始となりました。プールの分が５月２３日で、た

いへんご迷惑をかけましたが、また若干というか、大変な遅れがありましたが、系統連系という

ことで、今回ご報告させていただきます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、町民プールの太陽光発電システムについての説明がございました。委員の方から。

伊藤委員 

○伊藤委員 

 すいません。勉強不足で申しわけないんですけども、１点だけお聞かせいただきたいと思って

おります。遠隔出力制御システムというのは、何ですか。 

 

○生涯教育課長 

 北海道電力の出力抑制をかけるということです。それを制御できるシステム構築ができる機械

へ交換しなければ、系統連系ができないということでありましたので、要するに出力制御をかけ

るシステムがついたパワコンです。それをつけるということが、北電からありました。今回、そ

の機器に業者の方で交換してもらいまして系統連系が始まったということです。 

 

○伊藤委員 

 さらになんですけど、遠隔出力制御って北電がかける。町がかける。 

 

○生涯教育課長 

 北電が制御をかけるものです。今現在はまだ制御は始まっていないです。今後まだその方針も

まだ決まってないですけども。実際出力制限がかかるかどうかも含めて、こういうようなシステ

ムを構築しなさいということがありました。このような対応可能な機器に変えなければ、合意出

来ないということで、そのような対応を取りまして２１日から通電が始まっています。 



 

- 40 - 

○勝又委員長 

 他。 

 

○加藤副委員長 

 制御をかけられる内容についての契約の内容というのは、書類として提出されているんですか。

全く関係なしに、北電が自由に例えば５０％にするとか０にするとかということだけで、それを

承諾して、この事業が終わっているのか。その辺について、その制御をかける機種にしたのは良

いですが、今後規制をかける段階において、報告があるのか、事後報告なのか一切ないのか。そ

の辺についての町と北電との契約はどうなんです。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 先ほど言ったとおりです。出力制御抑制による補償はしないこと、遠隔出力制御システム対応

ということで合意はしてございますけども、今加藤委員言われたとおりですね、今後出力制限が

かかる状況になった段階で、当然両者協議は必要かなというふうに思いますけども、手元に資料

は持っていないのですが、出力制限の関係は一方的では無いというふうに解釈してございますけ

ども、ある程度の量の中でというふうな超えた場合の出力制御ということで、伺っているところ

でございます。 

 

○加藤副委員長 

 これ同時に基本的には売電目的としたソーラーだったわけですが、今回抑制をかけられる機種

にパワーコンディショナーが変更になった時点で、抑制をかけられた部分は施設内で、運用がで

きる体制になっているのかそのことは全く関係なしにストップなのか、それについては。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 今回の太陽光システムについては、全量売電と言う事で、出力制限をかけられた部分について

も、単価とか含めて検討した結果、全量売電と言う事で、施設内では使わないで売電ということ

です。 

 

○加藤副委員長 

 なお、今後北電との協議やそういうことで、売電の装置でされたということだと思うんですが、

結果としてよく解釈すれば、その使用するよりも売電した方がいいという状態で北電も処理して

くれるんだろうと思いますが、逆に可能な限り５０％も年間通してカットされてしまうと、室内

で使った、施設で使った方が有利という場面も出てこないのか。その辺のいろんな問題点もある

んで、早急にこれは北電といろんな協議の中で、これ、ぜひとも整理をしておいて後からこうで
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した、ああでしたということの無いように、前もって協議の取り進めを行っておいていただきた

いと思います。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 今言われたとおり、必要な協議等、検討が必要であれば早急にすすめまして、今後支障の無い

ように進めていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

他ございませんか。なければ生涯教育課は、終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

  続きまして議会閉会中の継続調査について。事務局。 

 

○事務局長 

 １５ページをお開きください。この関係につきましては、記載しておりますとおり、地方自治

法並びに議会規則によりまして、閉会中も審査等を行う時に議会の議決を得なければならず、今

期新しく４年間に向けて各委員会において議会閉会中の継続調査の内容検討ということで、協議

していただきたいと思います。６月の定例会において発議予定をしております。４年前は、継続

調査の案件につきましては、それぞれ各委員会において一度協議をしていただいて、その後合同

で協議をしていただいてその中で、事務局提案を含めた中で、協議をしていただいて最終的には

協議をしていただいて一任ということで、定例会に提出しているところでございます。実は、前

回のここにありますけれども、内容につきましては、それぞれ、幅広く各委員会において調査が

出来るようにという事件名の記載をしております。 

 

○勝又委員長 

 議会の継続調査について閉会中なんですけれど、６月定例で発議予定ということで、従来幅広

く取り上げてやれるような形の題材で、閉会中の継続調査ということになっていますので、今回

もそれでいいんじゃないかなと思いますんで。事務局と相談して取り進めます。 

 

○勝又委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、６月１２日（金）でございます。 

 

○勝又委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 
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 無ければ、事務局から。 

 

○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３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３６分） 

 


